
　容器包装リサイクル法に基づく省令改正などに伴い、7月1日から

全国一律でプラスチック製買物袋（レジ袋）の有料化を実施すること

になりました。

　これにより、プラスチック製買物袋の過剰使用の削減と、プラス

チック製買物袋以外のワンウェイ(使い捨て)プラスチック使用の削

減につなげていくことが重要です。

　日頃の買い物にエコバックを使用するなど、ご協力をお願いします。

レジ袋有料化がスタートレジ袋有料化がスタート

注意●予約の要否などについて実施医療機関へ事前確認しましょう

　　●受診の前に体温測定するなど、体調に問題がないことを確認してから

　　　受診しましょう

　　●受診後は、帰宅時の手洗いなどの感染予防対策を徹底しましょう

　定期予防接種は、ワクチンで防ぐことができる感染症を予防するための重

要なものです。感染症ごとに接種年齢を定めているので、スケジュールに沿っ

て接種を受けましょう。

　特に、乳幼児期の予防接種を延期すると、感染症にかかるリスクが高まる

ため、遅らせないようにしましょう。

　新型コロナウイルス感染症に伴い、やむを得ず規定の接種時期を超えた場合

に期間を延長して接種を受けることができます。

対象次の条件を全て満たす人。

●接種日時点で鎌ケ谷市に住民票がある

●令和2年3月19日以降に定期予防接種の期限に達する

●新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、規定の期限までに

　接種を受けられなかった

申し込み事前に健康増進課☎445・1390

　市制記念公園、貝柄山公園の
駐車場は以下の時間に利用でき
ます。利用時間外は門が閉まり、
車の出入りができませんのでご
注意ください。

公園駐車場の
利用時間について

9時〜17時（7月〜8月は9時〜19時）市制記念公園駐車場
利用時間 7時〜17時30分（5月〜8月は7時〜18時）貝柄山公園

問●公園に関すること＝公園緑地課☎445・1489

　●児童遊園に関すること＝こども支援課☎445・1320

●遊具などの施設や樹木を大切にする　●公園敷地内での喫煙禁止　

●花火・たき火などの火の使用は禁止　●自分のごみは、自分で持ち帰る

●ボール遊びは禁止　●犬の散歩はリードを付け、ふんを持ち帰る(市

制記念公園、粟野地区公園は犬の散歩禁止)　●自転車・バイクなどの

乗り入れは禁止　●トイレはきれいに使う　●早朝、深夜には静かに　

●駐車場に車を停める時はエンジンを切る　●駐車場に公園利用以外、

または長時間の駐車禁止

公 園・児 童 遊 園

ライフスタイルの見直しをしましょう

問クリーン推進課☎445・1223

特別定額給付金の申請は
済んでいますか？

申請締切は8月18日（火）まで

ルール・マナーを守って

経済産業省
ホームページ

から
7/1

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う予防接種の
特別救済について

問●予防接種について＝各実施医療機関

　●その他＝健康増進課☎445・1390

問●予防接種について＝各実施医療機関

　●その他＝健康増進課☎445・1390

　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、10月3日（土）〜11

月8日（日）に開催を予定していた「第46回鎌ケ谷市市民文化祭」の

開催を中止します。

　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、10月24日（土）・

25日（日）に開催を予定していた「第32回鎌ケ谷市産業フェスティバ

ル」の開催を中止します。

鎌ケ谷市産業

開催中止市民文化祭

問市商工会☎443・5565

第32回

第46回

問市民文化祭実行委員会事務局（文化・スポーツ課内）☎445・1528

　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、令和2年度の自治

会・町会・商店会の夏まつりについては、全て開催を中止します。

自治会・町会・商店会夏まつり
開催中止

問●自治会・町会の催しについて=各自治会または市民活動推進課

　　☎445・1252

　●商店会の催しについて=市商工会☎443・5565

　熱中症に気を付けて水分を小まめに取
るようにしましょう。また、日差しにより遊
具やベンチが熱くなり、やけどをする恐れ
があるため、利用の前に熱くないか確認を
しましょう。

暑い日の公園利用に
ご注意を

開催中止フェスティバル

に受けましょう！は 適切な時期種予防接

新型コロナウイルス感染症に関する各種相談窓口

問9時〜17時（平日のみ）に☎475・5154／ｆ475・5122
※時間外の問い合わせについては、音声案内の指示に従ってください

　新型コロナウイルス感染症に関する相談、感染の予防に関すること、
心配な症状が出た時の対応などの相談を受け付けています。
問☎0570・200・613（24時間）

帰国者・接触者相談センター
（千葉県習志野健康福祉センター＝習志野保健所）

千葉県の電話相談窓口（コールセンター）

楽しく利用しましょう

　給付対象者1人につき10万円を給付する「特別定額給付金」の申請を、

令和2年8月18日（火）まで受け付けています。

　給付を希望する場合は、忘れずに申請をお願いします。

問（土）・（日）、祝日を除く9時〜17時に特別定額給付金

　コールセンター☎436・8518

主な内容
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　第4期鎌ケ谷市地域福祉計画の策

定にあたり、広く市民の意見を反映さ

せるため、委員を市民から公募します。

　　委嘱日から3年3月31日（水）まで

　　　　年4回程度（予定）

　　日額6,800円

対市内在住で、地域福祉・ボランティ

ア活動などに関して広く関心を持ち、

積極的に意見・提言ができる人

定2人

申社会福祉課窓口（総合福祉保健セ

ンター4階）および市ホームページで

配布する申請書に、作文「地域の福祉

課題と、その解決のために地域ででき

ること」（800字程度）と住所・氏名・生

年月日・性別・電話番号と現在行って

いる活動を記入して、8月12日（水）

まで（必着）に社会福祉課ゆ〒273-

0195／ｆ445・2113／ｍsyafuku

syomu@city.kamagaya.chiba.jp

または同課窓口へ持参

問社会福祉課☎445・1286

市地域福祉計画策定・推進委員会委員 対市内在住で、おおむね60歳以上の

健康で就業意欲がある人

申同センター窓口で仮受け付けをし

て、毎月第2・4（火）に実施する入会説

明会に要出席

問同センター☎443・4145

生涯現役、シルバー会員で健康維持
シルバー人材センター会員 募集

会議回数

　魅力ある公園づくりを推進する公

園サポーター制度を設けています。現

在、40カ所の公園などで個人23人と

10団体が活動しています。

内公園の草刈りや清掃、遊具が破損した

ときの連絡、利用者へのマナー指導など

申公園緑地課窓口（市役所4階）へ履

歴書を持参

問同課☎445・1489

公園サポーター募集
〜公園を管理してみませんか？〜情報ひろば

※新型コロナウイルス感染症の状況

　により、イベントなどが中止とな

　る場合があります

内①認知症サポーター医の講話など

　②地域での活動についてのグルー

　　プワークなど

対認知症サポーター養成講座を受け

たことがある、市内在住・在勤で、全

ての講座（全2回）に参加でき、地域で

の活動に協力できる人

時①＝8月18日（火）13時〜15時30分

　②＝8月25日（火）13時〜15時30分

所総合福祉保健センター3階

定15人（申込先着順）

申住所、氏名、電話番号を高齢者支援

課☎445・1384／ｍkoureiseikatu

@city.kamagaya.chiba.jp

認知症サポーターレベルアップ講座

　子育てに苦しさを感じている保護者

への回復プログラムです。参加者の秘

密は守られます。

時10月22日〜3年2月25日の毎週

（木）12時〜14時30分（12月24日・

31日、3年2月11日を除く全16回。3

年5月13日（木）に同窓会を予定）

所プラッツ習志野　

定10人　　　あり（要申込）

申習志野市子育て支援課☎453・

7322

MY TREE　ペアレンツ・プログラム

募集

講座・講演 任期

報償

保育

納期限は7月31日（金）納期限は7月31日（金）
〇固定資産税・都市計画税　（第2期）

〇国民健康保険料　　　　 （第2期）

〇介護保険料　　　　　　 （第2期）

〇後期高齢者医療保険料　 （第1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!

有価物回収運動へのご協力をお願いします

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

五月人形一式

取りに来られる人に無料で。

問武田☎047・384・6294

ゆずります

　梅雨が明け、晴天が続く時季は、子どもたちや若者の開放感から起こる交通事

故や、交通量の増加などによる事故の発生が懸念されます。

　一人一人が交通ルールの遵守と交通マナーを実践し、交通事故防止を心掛けま

しょう。

　有価物回収運動は、市内各小学校のPTAが主体となって実施している資

源回収運動です。新聞・雑誌・雑がみ・ダンボール・布類・ビン・金属類を回収

しており、小学生がいない家庭でも利用することができます（事業所は利

用不可）。市のごみ回収では粗大ごみに該当する金属類も、無料で出すこと

ができるため大変便利です（ただし、金属含有量が少ないものは対象外）。

　市は、回収量に応じて各小学校のPTAに奨励金を支払っており、PTA活

動を通じて子どもたちに還元されています。

　通学路や住宅街などでは、特に

スピードを控えめにしましょう。ま

た、高齢者や児童の通行を妨げな

いよう、思いやりをもって運転しま

しょう。

　外出する際は、自動車などに十分注意

するよう、家族で話をしましょう。また、

夜間の外出時には反射材を活用しま

しょう。

鎌ケ谷市のスローガン

ドライバーの皆さんへ 子どもがいる家庭へ

交通安全運動夏の

「せまい道 やさしい心 ゆずりあい」

7/10～19
問道路河川管理課☎445・1457

　鎌ケ谷市のホームページや広報かまが

やには時々、市が外部の組織・団体と協

定を結んだとの記事が掲載されます。

　例えば今年に入ってからは、日本生命

保険相互会社船橋支社との「包括的連携

協定」（1月21日締結）、海上自衛隊下総

教育航空群との「災害時における応援等

に関する協定」（3月25日締結）が載って

います。このほか、災害協定を3月30日

に東邦鎌谷病院と、7月1日にはジェイコ

ム千葉東関東局とそれぞれ結びました。

　市が締結したこのような協定・覚書は

300近くあります。これらは、市が他者と

協力して行政サービスを行う「協働」の一

環です。協働の相手は企業だけではあり

ません。市民（自治会）やNPOなどの市民

公益活動団体も重要なパートナーです。

協働が行われている分野は福祉、教育、

まちづくり、安全など市民生活に関係す

るほぼすべてに及び、事業数も増加傾向

にあります。

　なぜ、協働が必要なのでしょうか。日本

社会は今、少子高齢化の進展により財

政、マンパワー両面で厳しい状況に追い

込まれています。一方、市民のニーズは多

様化しており、従来の行政手法だけでは

対応できない課題も増えてきています。

今後ますます厳しさが予想される中、地

域の活性化には市民、市民公益活動団

体、企業などと地方自治体が協力し合い、

各自が持つ人・モノ・資金・情報という資

源を有効活用する視点が不可欠です。

　鎌ケ谷市では協働を推進するため、市

民活動推進センターを設置して情報発信

や交流事業を行っているほか、市民活動

応援補助金制度もつくりました。また、以

前に策定した「市民との協働戦略プラン」

を時代に即した内容にすべく現在見直し

を行っています。

　市民のみなさんの積極的な参加・提案

は大歓迎なのですが、ちょっと気になる

データもあります。平成30年度の市民意

識調査によると、地域のまちづくりにつ

いての問いに「参加する」と答えた人の割

合は62.4％で10年前の調査より8.4ポ

イント減っています。逆に「熱心な人たち

に任せる」「特に期待することはない」「行

政がやることである」の割合が増えてい

るのです。

　ただ、東日本大震災の後、ボランティア

活動に関心を持つ人が増えたとする内閣

府の調査結果もあります。今、新型コロナ

ウイルスと闘っている我々は「協力」「協

調」の大切さを再認識しています。現在の

危機対応が、協働への意識も高めてくれ

ることを期待します。

（市魅力発信アドバイザー）

　ごみの減量・再資源化の促進だけでなく、子どもたち

にも役立てるこの運動をぜひご活用ください。

　回収場所や出し方、回収日程など、詳しくはお問い合わ

せください。

問クリーン推進課☎445・1223

　鎌ケ谷交通安全協会から新1年生に「黄色いランドセルカ

バー」、「交通安全下敷き」、「交通安全しおり」が贈呈されました。

　ランドセルカバーには、（株）北海道日本ハムファイターズの協力

でファームマスコット「カビー・ザ・ベアー」が描かれています。

子どもたちに　 　　　   　　　　　　　が
贈呈されました 問学務保健室☎445・1501

新入学児童の交通安全を願い
黄色いランドセルカバー

　中野洪さんは、総務大臣から行政相談委員を委嘱され、多年にわたり行政に

関するご意見などの解決に尽力しており、その功績が顕著であると認められ

て、6月4日に関東管区行政評価局長表彰を受賞しました。

　中野さんは引き続き、行政相談委員として毎月原則第2（水）に行政相談を

行っています。

※行政相談は予約が必要です。詳しくは広報かまがやの各月1日号または市

　ホームページをご覧ください

行政相談委員が関東管区行政評価局長表彰を受賞

問市民活動推進課☎445・1274

黄色い旗が目印
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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



伝言板
　　　　　  　 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原則各施設へ　　締め切りは発行日の１

カ月半前（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

内容・日時など詳しくは、各団体にお問い合わせください健康・福祉ボード
申 問 宛先の記載のないものは健康増進課

▶太極拳(無料教室）
時7月21日・28日の各（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

▶ソフトテニス 夏の無料体験会
対市内在住の小学生時7月23日（木）・25日（土）・26日（日）の各11時〜13時

所福太郎テニスコート定4人（申込先着順）申鎌ケ谷ジュニア ソフトテニスク

ラブ 柳沢☎090・7404・7234

催し

▶鎌ケ谷市太極拳同好会
対基本ができる人時毎週（月）15時30分〜17時30分所中央公民館定10人

程度入1,000円月3,000円申齋藤☎080・5531・4674

会員募集

　例年実施している、夏休み期間の自

習室開放について、新型コロナウイル

ス感染症の感染予防のため、今年度の

夏休み期間の自習室開放を中止します。

問契約管財課☎445・1092

夏休みの自習室開放中止のお知らせ

対昭和45年9月1日〜46年8月31日

に、結婚（入籍）している市内在住の

夫婦（昭和45年8月31日以前に結婚

し、過去に申請していない人も含む）

申7月31日（金）までに戸籍謄本（3カ

月以内に交付されたもの）を高齢者支

援課窓口（総合福祉保健センター2階）へ

持参

問●記念品の贈呈について＝高齢者

　　支援課☎445・1375

　●戸籍謄本の交付について＝市民課

　　 ☎445・1187

金婚式を迎える夫婦へ記念品を贈呈

対県内在住の人、または県内において

基礎医学・伝統芸能・伝統技芸・音楽・

演劇・絵画・工芸・彫刻・スポーツで活

動している個人および団体

※過去に助成金を受給した場合を除く

　　　　1件当たり100万円以内

申申込書に記入して、8月3日（月）ま

で（消印有効）に同財団事務局へ郵送

問同財団☎047・364・3689

（公財）土屋文化振興財団助成金

　7月18日（土）〜31日（金）にかけて

粟野地区公園内に、問題を解くヒント

を設置するので、自由に親子で探して

みてください。答え合わせ当日は、ラ

リー形式で同公園を巡ります。

対市内在住の小学生（保護者同伴）

時8月1日（土）9時30分から10分間

隔で指定。1時間程度（雨天中止）

所粟野地区公園多目的広場

定10人（申込先着順）

費保険料50円　師粟野の森の会

　　長袖・長ズボン・帽子

持タオル・水筒・マスク・虫除けスプレー

他●問題の受け取りについては、申し

　　込み時に決めた日時に環境課窓

　　口（市役所1階）へ

　●保険適用は8月1日（土）のみ

　●まなびぃ100対象

申同課☎445・1227

夏季のこども環境講座「こども自然
観察会」 〜粟野の森探偵団〜

イベント お知らせ・相談

粟野の森でヒントを探そう！

　熱中症やインフルエンザ、食中

毒、ノロウイルスなどの予防策に

ついて講義します。

対市内在住・在勤の人（介護を

行っていない人も歓迎）

時7月20日（月）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）

師西部地域包括支援センター職員

申●西部地域包括支援センター

　　☎441・2007

　●高齢者支援課☎445・1384

介護者教室 
〜夏以降も健康に過ごす！〜

国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ
問●国民健康保険について＝保険年金課☎445・1204

　●後期高齢者医療制度について＝県後期高齢者医療広域連合

　　☎043・216・5013／保険年金課☎445・1207

服装

助成金額

後期高齢者医療制度
（県後期高齢者医療広域連合から発送）

発送時期

10月上旬

3年2月上旬

3年6月上旬

発送時期

3年2月上旬

3年4月上旬

診療月

１月〜５月

６月〜10月

11月〜12月

診療月

１月〜10月

11月〜12月

第１回

第2回

第3回

国民健康保険
（鎌ケ谷市から発送）

医療機関で支払った医療費をお知らせします

　医療費通知（はがき）は、医療保険制度への理解を深め、健康に留意しても

らうために送付しています。また、送付された医療費通知は、確定申告におけ

る医療費控除手続きの際に、領収書の代わりとして使用できます。

　なお、内容によっては領収書に基づいて医療費通知に医療機関名や実際

に負担した額などを補完記入する必要があります。また、保険適用外診療・

請求遅れなどにより医療費通知に記載されない診療分や、確定申告の手続

きに間に合わない11月〜12月診療分については、領収書をご使用ください。

※確定申告について詳しくは、松戸税務署にお問い合わせください

ジェネリック医薬品希望カードを利用してください

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、先発医薬品の特許消滅後に製造・販売

されたもので、先発医薬品と主成分が同じで同等の効果がある安価な薬です。

　ジェネリック医薬品の処方を希望する場合は、保険証に同封したカードを

医師や薬剤師に提示し、ご相談ください。

母子健康手帳の交付
〜妊婦・乳児一般健康診査の助成〜

　病院で妊娠と診断されたら、早めに総合福祉保健

センター2階で母子健康手帳の交付を受けましょう。

　　　マイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カードと身分証明書など

　　　※妊婦本人以外が申請する場合は、委任状が必要です

妊婦・乳児一般健康診査を受診しましょう
　母子健康手帳交付時に渡す「健康診査受診票（別冊１）」を利用して、妊

婦は14回まで、乳児は2回まで一般健康診査を公費負担で受けられます

（一部自己負担あり）。

　　鎌ケ谷市に住民登録をしている妊婦と乳児

　　　　　　産婦人科、助産所(助成内容に制限あり)、小児科

　　　●転入したら＝鎌ケ谷市民用の健康診査受診票に窓口で交換

　　　●転出したら＝転出先の役所にお問い合わせください

　　里帰り出産など、県外の医療機関で受診する場合、そのままでは健

康診査受診票を使用できないため、ご相談ください

問健康増進課☎445・1393

対象

持ち物

その他
対象医療機関

注意

　小川春利さんが7月1日付けで法務大臣から人権擁護委員に委嘱

（再任）されました。

　人権擁護委員は、プライバシーの侵害やセクハラ、いじめなどの人

権問題に対する相談や人権擁護などの啓発活動を行っています。

問男女共同参画室☎445・1277

人権擁護委員の就任

小川 春利さん

寄せられた善意
～ありがとうございました～

●株式会社希望から一般寄付金とし

　て200,000円を

●鎌ケ谷飛翔ライオンズクラブ10周

　年記念事業実行委員長から新型コ

　ロナウイルス感染症対策としてマス

　クや消毒液を

●買い物袋の持参推進運動協議会から

　環境保全のために1,125,448円を

●手心ケアから新型コロナウイルス

　感染症対策としてフェイスシールド

　1,000個を

（財政室）

●匿名の人から福祉のためにマスク

　2袋、アルコール1本、除菌ティッシュ

　1つを

●相良直美さんから福祉のために手

　作りマスク70枚を

（市社会福祉協議会）

「かむ子・のびる子・元気な子」 
料理コンクール 献立募集！
　8020運動を推進するため、丈

夫な歯やかむ力を育てる、子ども

向けの「健康かみかみ弁当」の献

立を募集しています。

対県内在住・在勤・在学の人

他表彰式は11月22日（日）

申県歯科衛生士会ホームページ

および健康増進課窓口（総合福

祉保健センター1階）で配布する

応募用紙に記入して、9月11日

（金）まで（消印有効）に同課へ郵送

問☎445・1394

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！
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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2年（2020年）7月15日号

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      110,004人（前月比-38）

男　54,288人　女　55,716人

世帯数　 50,168世帯（前月比-10）

〔R2.6.1現在〕

4

問●クリーン推進課☎445・1223

　●クリーンセンターしらさぎ☎443・5300

　市では、プラスチック製容器包装類について（公財）日本容器包

装リサイクル協会へ処理を委託し、ルールを守って搬出することに

なっています。

　プラスチック製容器包装類をごみとして処理する際には、い

わゆるプラマークの表示のあるものが対象となります。

　このたび、プラスチック製容器包装類の処理を委託している再商

品化事業者より、市から排出されたプラスチック製容器包装類の

処理作業中に、混入していたバッテリーが破断され、発煙事故が発

生した旨の報告がありました。

　使い捨てライター、乾電池、充電式電池類、かみそりや注射器な

どが混入することによって、今回のような事故につながる恐れがあ

ります。事故を防ぐため、皆さんのご協力をお願いします。

　プログラミングツール「Scratch」で、シューティング・ア

クションゲームなどのオリジナルゲームを制作します。作っ

たゲームは無料で遊べます。パソコンが少し苦手でも大丈夫

です。「ゲームで遊ぶのが大好き」、「自分でゲーム・アプリを

作ってみたい」、「自分で描いたキャラクターを動かしてみた

い」、そんな皆さんの参加をお待ちしています！

対象小学生

日時8月23日（日）

①10時〜11時30分　②13時〜14時30分

③15時〜16時30分

場所中央公民館 集会室

定員各回10人（申込先着順）

申し込み中央公民館窓口／電話☎445・2012

中央公民館デジタルワークショップ

　8月14日（金）にきらりホールで行う「さかなクンのギョギョッとびっくり

お魚教室」で、舞台の裏側を見学する、バックステージツアーを開催します。

　舞台・調整室・楽屋などの施設や、舞台の設営の見学の他、アナウンスや

場内案内など、実際のスタッフの仕事も体験できます。

　また、「さかなクンのギョギョッとびっくりお魚教室」は舞台袖から見るこ

とができます。

日時8月14日（金）11時集合〜16時解散

対象小学校4年生〜6年生

定員10人（申込先着順）

費用無料（昼食付き）

申し込み7月15日（水）10時から、きらりホール窓口で

問高齢者支援課

　☎445・1384

　関節の痛みで悩んでいる人に、市内の柔道整復師が運動の指導や支援を行います。

対象市内在住の65歳以上で、医師から運動の制限を受けていない人（昨年度に柔体操

　　に参加した人を除く）

日程など下表参照（9月から順次開催。週1回90分。全12回）

注意送迎などはありませんので、参加者は各自で開催場所へ通ってください

申し込み希望する会場へ電話

柔体操参加者募集
やわら

院名

鎌ケ谷道野辺整骨院（道野辺中央）

道野辺整骨院（道野辺中央）

鎌ケ谷接骨院（道野辺中央）

富田接骨院（初富本町）

祥和鍼灸整骨院（新鎌ケ谷）

伊藤整骨院（東道野辺）

大仏整骨院（鎌ケ谷）

咲が丘整骨院（東初富）

岡崎整骨院（西佐津間）

曜日

水

木

日

木

水

木

火

火

月

実施時間

　9:00〜10:30

13：15〜14：45

13：30〜15：00

　9：30〜11：00

13：00〜14：30

13：00〜14：30

13：15〜14：45

13：00〜14：30

13：00〜14：30

電話

070・1537・2848

443・2706

443・0066

443・8600

404・1700

443・0334

445・0507

404・4527

498・5556

定員

10人

5人

8人

10人

8人

6人

5人

10人

8人

プラスチック製容器包装類の
事故防止のためにご協力を

適正なごみ出し をお願いします

写真

きらりホールの裏側を体験してみよう！

問中央公民館☎445・2012

オリジナルゲーム
問きらりホール☎441・3377

スクラッチ

開始予定日

9月2日

9月10日

9月6日

9月3日

9月2日

9月3日

9月1日

9月1日

9月7日

バックステージツアー社会科見学

KAMAGAYA KIRARI HALL

☎441・3377　　　〒273-0101

富岡1-1-3　　　https://kamagaya-

kirarihall.jp

場所
URL

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

きらりシネマvol．16 「箱入り息子の恋」

　　　　星野源、夏帆、平泉成、森山良子、大杉漣、黒木瞳

　　8月26日（水）

①10時から（9時30分開場）

②14時から（13時30分開場）

　　500円  

　　　●全席指定（社会的距離を保った

座席配置となります）　●親子席(4席。

要予約)に限り、未就学児入場可

※7月3日（金）に上映を予定していましたが、上記日程に延期して上

　映します

費用
その他

日時
キャスト

C 2013 「箱入り息子の恋」製作委員会

　夏場は食中毒菌が増えやすく、食中毒の発生が多い時期です。通常の腐敗と

は違い、臭いや形状では分からないこともあります。乳幼児や高齢者などは重

症化しやすいため、食品の取り扱いに注意が必要です。食中毒菌に対する次の

3原則を守り、食中毒の予防に取り組みましょう。

健 康 だ よ り

食中毒にご用心！！

健康増進課

付けない

増やさない

やっつける

食中毒予防の３原則

●調理前、トイレ後、生肉・魚・卵を扱った後はよく手を洗う　●調理器具は、すぐ

に洗い流して消毒をし、常に清潔な物を使う（生肉や生魚を扱った後は特に注意）

●食材の購入時は、保冷剤を入れたエコバッグなどを使用し、すぐに持ち帰る　

●保存温度は冷蔵庫で10℃以下、冷凍庫で－15℃以下にする　●調理後は長時

間室温にさらさない　●食品の解凍は冷蔵庫内か電子レンジで　●一度解凍し

た食品は再冷凍をしない

●加熱して調理する食品は、中心部の温度が1分以上75℃を超えるよう、十分に加

熱する　●電子レンジの加熱不足に注意し、熱の伝わりにくい物は時々かき混ぜる


	2020年7月15日1P-min
	2020年7月15日2P-min
	2020年7月15日3P-min
	2020年7月15日4P-min



