
ポイント
ポイント

　手洗いやマスク、接触を避けるなど、ウイルスを体

内に入れないよう対策を行いましょう。

　目や口、鼻の中の粘膜に入ることで感染しま

す。できるだけ顔を触らないようにしましょう。

手洗い・うがい・歯磨き
マスクの着用
「3密」を避ける

　付着したウイルスや菌は、しばらく生存します。日頃

から定期的に清掃・除菌をしましょう。室内の換気も

有効です。

　新型コロナウイルス感染症の深刻な感染状況が続いていることを受け、

国は、千葉県を含む10都府県で新型インフルエンザ等対策特別措置法に基

づいた「緊急事態宣言」を3月7日まで延長しました。

　市民の皆さまにおかれましては、これまでと同様に、不要不急の外出を自

粛し、自分自身や大切な人の命を守るために、感染しない・感染させない行

動をお願いいたします。

　自粛期間が長く続くことにより、皆さまには大変ご不便をおかけします

が、本市としても感染症の拡大防止に最善を尽くして

まいりますので、引き続きご理解とご協力をお願い

いたします。

　一日でも早く収束を迎え、平穏な日常生活が戻る

よう、市民の皆さまと一丸となってこの難局を乗り越

えていきたいと思います。

身の周りのものの消毒・除菌

　自分の免疫力を高め、感染対策を行いましょう。

　換気は1〜2時間に1回程度(5〜10分)で効果

があります。

　口の中に菌が多いと、ウイルスが侵入し感染

症にかかりやすくなるといわれています。しっ

かり歯磨きを行いましょう。

室内の換気

●息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱などの強い症状のいずれかがある

●重症化しやすい人※などで、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある

　※：高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患がある人や透析を受けている

　　 人、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人、妊娠している人

●上記以外の人で、発熱や咳など比較的軽い風邪症状が続いている

　※症状が4日以上続く場合は必ず相談してください

　※症状には個人差があります。強い症状だと思う場合にはすぐに相談してください

まずは、かかりつけ医に電話で相談

　⇒ PCR検査が必要か否かを医師が診断

新型コロナウイルス感染症に感染したかも…と思ったときは かかりつけ医がある場合

●県発熱コールセンター（24時間365日）☎03・6747・8414

●市健康増進課（（土）・（日）、祝日を除く8時30分〜17時）☎445・1390

　⇒ 電話で相談を受け、次にすべきことを伝えます

かかりつけ医がない、またはかかりつけ医に受診ができない場合

新型コロナウイルス感染症にかかるのを防ぐために新型コロナウイルス感染症にかかるのを防ぐために

新型コロナウイルス感染症 問安全対策課☎445・1278

問健康増進課☎445・1390

市ホームページ
申し込みフォーム

　鎌ケ谷市は、県下で24番目の市として昭和46年9月1日に市制を施行し、

令和3年度に市制施行50周年を迎えます。

　この大きな節目を市全体で祝い、さまざまな記念事業を通じて周知し、盛り

上げるため、「鎌ケ谷市制施行50周年記念ロゴマーク」を募集します。

　　　　次の条件を満たしたロゴマーク

　　　 ●市をイメージした親しみやすさがあるデザインで、「市制施行50

　　　 　 周年」であることが分かること

　　　 ●フルカラー・単色・モノクロで使用でき、縮尺を変えて使用する場

　　　 　 合でも、イメージが損なわれないデザインであること

　　　 ●ポスター・チラシ・封筒・名刺・ウェブサイトなどで、利用可能な

　　　 　 デザインであること

　　　　2月26日（金）までに市ホームページの申し込みフォームから

　　　 ※必ず募集要項をご確認ください

　　　●選考結果は、4月ごろに採用者へ通知する他、

　　　　市ホームページおよび広報かまがやで発表

　　　●採用者には、賞金5万円とふるさと産品3千円

　　　　相当を贈呈します

応募方法応募条件

その他

歯や口の健康を保つ
バランスの整った食事
適度な運動

ポイント

問企画政策室

　☎445・1073

鎌ケ谷市長　清水 聖士

市民の皆さまへ

ウイルスや菌が体内に
入ってくることを防ぐ01 ウイルスや菌の除去 自分の免疫力を高める02 03

その後の対応については、指示に従ってください

　2月2日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた「緊急事態

宣言」の延長が決定されました。期間は3月7日までとなります。

　感染拡大を防ぐため、不要不急の外出自粛やマスク・手洗いの徹底など、

感染防止対策へのご協力をお願いします。

募集

「緊急事態宣言」は3月7日まで延長「緊急事態宣言」は3月7日まで延長

鎌ケ谷市の対応

●かまがやワールドプラザ　　●市民活動推進センター　

●男女共同参画推進センター　●各コミュニティセンター 

●各児童センター　●身体障がい者福祉センター ●社会福祉センター

●まなびぃプラザ　●学習センター（各公民館）　 ●図書館本館・各分館

●各スポーツ施設など　●きらりホール　●郷土資料館

※施設によっては開所時間が異なる場合があります。詳しくは、各施設に

　お問い合わせください

1

3

次の公共施設は、開所時間が原則１７時までです

小・中学校は、感染拡大防止に留意しながら運営します

保育所、放課後児童クラブは、通常どおり開所します

市主催イベントは、緊急事態宣言が発令されている間は原則
として中止・延期とします

問指導室☎445・1518

問●各保育所について＝幼児保育課☎445・1363

　●放課後児童クラブについて＝こども支援課☎445・1320

※家庭での保育が可能な場合などは、自宅での保育について

　ご協力をお願いします

2

4

主な内容

令 和 3 年（ 2 0 2 1年 ）
 N o .12 9 7
編集・発行   鎌ケ谷市
発行日　毎月1日・１５日
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
TEL  047・445・1141（代表）
FAX  047・445・1400
URL https://www.city.kamagaya.chiba.jp
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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

対市内在住の60歳以上で、シルバー人

材センターで就業意欲がある人

時3月4日（木）・5日（金）の各9時〜16時

所社会福祉センター、市制記念公園

定15人（申込先着順）

申2月16日（火）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

シルバー人材センター
「植木剪定」就業体験講習会

募集講座・講演

　市内を流れる川は、それぞれ手賀沼・印旛沼・東京湾へと流れており、家庭

からの生活排水がそれぞれの水質悪化の要因の一つとなっています。

　家庭で簡単にできる次のような対策で、生活排水の汚れを減らしましょう。

●ろ紙袋などを使用し、調理くずを流さない

●油はできる限り使い切る

●食器や鍋などの油汚れは、布などで拭いてから洗う

●使えなくなった油は流さず、少量であれば布などに染み込ませて燃やすご

　みとして捨てる

●米のとぎ汁は、庭や畑などの植物の水やりに利用する

●洗剤・せっけんは適正量を使う

●洗車はバケツを使用し、洗車剤は控えめにする

　河川の汚濁状況を把握・監視するために、継続的に水質調査を実施してい

ますが、近年は改善が見られず、横ばいの状況です。

　河川の汚れを示すBOD（生物化学的酸素要求量）では、

2カ所が環境基準を上回る結果となりました。

　水質浄化のため、皆さんのご協力をお願いします。

令和元年度 公共用水域水質調査結果令和元年度 公共用水域水質調査結果

※BODは河川の

　水の汚濁状況を

　表すのに用いら

　れ、BODが大き

　いとその水の有

　機物による汚濁

　が進んでいること

　を示します

各河川の環境基準

10mg/L以下

(真間川)

5mg/L以下

(大津川)

3mg/L以下

(金山落)

2mg/L以下

(神崎川)

10mg/L以下

(海老川)

BOD

（生物化学的酸素要求量）

10.6mg/L

4.6mg/L

2.3mg/L

5.7mg/L

7.7mg/L

測定箇所

中沢字南294番付近

(真間川水系→東京湾)

佐津間山王橋下

(大津川水系→手賀沼）

白井北の内公園際

(金山落→下手賀沼）

井草県営住宅際

(神崎川水系→印旛沼）

船橋二和西GH14号棟地先

(海老川水系→東京湾)

　入賞作品や水質についての展示を行います。

　　2月16日（火）〜22日（月）　　　市役所1階 市民ホール場所期間

お知らせ・相談

　図書館の運営や事業について意見を

聞くため、協議会の委員を募集します。

対市内在住で、応募日現在20歳以上

の人

　　6月1日から2年間

定2人　

　　年3回予定

　　会議1回につき6,800円

申作文「子どもの読書活動推進と図書

館の役割」または作文「いまの図書館

に必要なもの」（いずれも800字程

度、様式自由）と住所・氏名・生年月

日・性別・電話番号を記入して、3月1

日（月）まで（必着）に図書館本館へ持

参／ゆ〒273-0124中央1-8-35

他●書類による審査（結果は5月末ま

　　でに通知）

　●会議は公開するため、氏名が公表

　　されます

　●他の審議会などの公募委員との

　　兼務不可

問同館☎443・4946

図書館協議会委員
　認知症の情報が学べる講座です。家

族同士の交流会も行います。

内①認知症について正しく理解しよう

　②認知症に関する制度を知ろう、自宅

　　でできるリフレッシュ方法を学ぼう

対市内在住・在勤の介護をしている人

または他市在住で鎌ケ谷市の人を介

護している人

時①＝3月8日（月）、②＝3月26日（金）

の各13時〜15時

所①＝市役所地下1階

　②＝総合福祉保健センター3階

師①＝認知症サポート医の戸田治代

　　　さん

定各回15人

申参加を希望する開催日と、住所・氏

名（ふりがな）・年代・連絡先を記入

して高齢者支援課ｆ443・2233／

ｍkoureiseikatu@city.kamagaya.

chiba.jpまたは同課☎445・1384

認知症家族教室

　冬の時期は、暖房などの使用により

エネルギー消費が大きく増加します。

電気を上手に使い、賢い省エネルギー

への取り組み、省エネ機器への設備更

新、自然災害に備える設備保全の必要

性について考えてみましょう。

問（一財）関東電気保安協会☎04・

7166・8720

冬の省エネルギー

納期限は3月1日（月）納期限は3月1日（月）
〇固定資産税・都市計画税　　（第４期）

〇国民健康保険料　　　　　 （第９期）

〇介護保険料　　　　　　　 （第９期）

〇後期高齢者医療保険料　　 （第８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!

●南初富連合自治会から高齢者の配食活動のために80,000円を

●茂野製麺株式会社から高齢者の配食活動のためにそば100食分を

（市社会福祉協議会）

寄せられた善意 ～ありがとうございました～

問環境課☎445・1229令和元年度 水質の調査結果

普通自動車の
インターネット公売を
実施します

生活排水対策を始めましょう

任期

　　予備自衛官補（一般・技能）

対●一般＝18歳以上34歳未満

　●技能＝18歳以上で国家資格を有

　　　　　する人 他

申4月9日（金）まで 

問自衛隊柏募集案内所☎04・7163・

6884

陸・海・空自衛官
種目

会議
報酬　2月15日（月）〜18日（木）および21

日・28日の各（日）に開催を予定して

いた「税理士会による無料申告相談

会」は中止となりました。

　なお、市職員による確定申告相談受

付は、2月19日（金）から開催します。

問課税課☎445・1094

税理士会による無料申告相談会 中止

内成年後見などに関する相談会

時3月2日、4月6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　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

駅周辺でのポイ捨て・路上喫煙は止めましょう

　市に対する要望として「路上でのたばこのポイ捨てや、望まない受動喫煙を無く

して欲しい」「子どもや妊婦などに配慮して欲しい」といった、歩きたばこや路上喫

煙などに対するものが数多く寄せられています。

　多くの人が行き交う場所や児童施設に近い場所な

どでは、喫煙を控えるよう配慮をお願いします。

　また、街の環境美化の観点からも、吸い殻などのご

みのポイ捨てはしないようにしましょう。

　滞納市税の解消を目指し、インターネットを利用して市税の滞納処分

で差し押さえた普通自動車の公売を定期的に行っています。

　入札時期・公売物件・参加方法など詳しくは、市ホームページをご覧くだ

さい（入札には参加申し込みが必要です）。

※事情により公売中止となる場合もあります

　　　　　　普通自動車

　　　　2月10日（水）13時〜24日（水）23時

問クリーン推進課☎445・1223

マナーやモラルを守った喫煙に
ご協力をお願いします

申し込み
公売予定物件

市ホームページ

問収税課☎445・1164

「手賀沼の水環境保全に関するポスターコンクール入賞作品」および

「印旛沼の水質の状況について」
展示

自然にも家計にもやさしい生活排水対策を！

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

令和3年（2021年）2月15日号広報広報情報ひろば・お知らせ2



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

▶ゆるふわスッキリ体操（1回体験レッスン）
リズム体操、ストレッチ。時2月19日、3月5日・12日・19日の各（金）10時〜

11時所東部学習センター定5人（申込先着順）費1回800円申17時以降に

パル（骨盤体操） 小川☎446・2941

▶Scratchプログラム学習講座
ゲームプログラムの作成講座。対小学校4年生〜中学生時2月20日（土）14

時〜16時30分所中央公民館定10人（申込先着順）費500円持ノートパソ

コン（Windows10）・USBコード申NPO法人かまがや地域情報の窓 川俣

☎412・2580

▶ソフトテニス無料体験会
対市内在住の小学校2・3年生時2月23日（火）・27日（土）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

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

　現代人は平均寿命が延びている一方で、高齢化や社会生活の変化

に伴う、糖尿病・がんなどの生活習慣病が大きな問題となっています。

　健康寿命を延ばし、健やかな毎日を送ることができるよう、次のこ

とを心掛けましょう。

※健康寿命とは、健康で介護を必要としない、自立した生活を送ること

　ができる期間のこと

適度な運動 「毎日プラス10分の運動」

　生活習慣病の予防に必要な1日当たりの運動量は男性で9,000

歩、女性で8,000歩のウォーキングが目安となります。しかし、男女と

も1日の平均歩数が目安より1,000歩足りない状況であることが多

いのです。「1,000歩」はウォーキングの時間にして10分程度。まず

は、毎日の生活に10分ウォーキングをプラスするなどの運動習慣を

身に付けましょう。

適切な食生活 「毎日プラス一皿の野菜」

　生活習慣病予防のためには、1日当たり350グラムの野菜を食べる

ことが推奨されています。日本人の平均摂取量は約280グラムで、推

奨値より70グラム足りていません。70グラムはトマトなら半分、野菜

炒めなら半皿分の量です。野菜を積極的に取りましょう。

禁煙 「たばこの煙をなくす」

　たばこを吸うことは健康だけでなく、美しさや若々しさを失うこと

に繋がります。また、たばこの煙は吸わない人にも影響を与え、特に乳

幼児への影響が大きいことが分かっています。未来の自分のため、ま

た大切な人のために禁煙にチャレンジしましょう。

健康増進課

　鎌ケ谷市民生委員児童委員協議会会長の山本幸子さんと、同協議会

副会長の今村喜和子さんが厚生労働大臣表彰を受賞しました。

　この表彰は、民生委員・児童委員として職務に精励し、その功績が特

に顕著であることが認められた委員に贈られるものです。

　「誤嚥性肺炎」はのみ込む機能の低下により、本来は食道へ入るべき唾液・食

べ物などが、誤って口の中の細菌と一緒に気管に入り込むことで発症します。寝

ている間や、自覚がないまま少しずつ気管に入り込んでしまうこともあります。

　のみ込む力や、気管に入ったものを咳で排除する力（咳反射）の低下が起こっ

ている人は、異物が気管に入りやすくなります。また、抵抗力や免疫力の低下も

誤嚥性肺炎の原因として考えられます。

　新型コロナウイルス感染症の予防にもなるので、日頃から次のことを心掛け

て、口を清潔に保ち、誤嚥性肺炎に注意しましょう。

問健康増進課☎445・1394

健康だより

生活習慣病予防で健康寿命をのばそう

厚生労働大臣表彰を受賞
民生委員・児童委員

口のお手入れで予防しよう口のお手入れで予防しよう

　建物建築工事や開発に伴って、事前にその土地の発掘調査を実施して

います。これらの仕事を一緒に行う発掘作業員を募集します。

　　市内遺跡の発掘調査（土の掘削・運搬）、史跡の保全（除草作業な

　　ど）、出土遺物の整理作業（洗浄、計測など）

　　　　市内在住の満65歳までの人 ※経験不問

　　5人程度

　　　（月）〜（金）（祝日を除く）のうち、発掘調査が

　　　発生した場合に出勤（作業期間は不定期）

　　　　9時〜16時

　　時給960円（交通費支給）

　　　●会計年度任用職員としての採用です

　　　●出勤は現地集合で、徒歩・自転車で通勤（自家用車不可）

　　　●発掘業務が発生した場合に、その都度勤務場所を連絡します

　　　●面接・適性検査を実施します。面接日は申し込み受け付け後に

　　　　改めて連絡します

　　　　写真を貼った履歴書を3月1日（月）までに文化・スポーツ課窓口

　　　　（市役所5階）へ持参

問文化・スポーツ課☎445・1528

市内遺跡の発掘調査・
史跡の保全を
一緒にやりませんか？

市内遺跡の発掘調査・
史跡の保全を
一緒にやりませんか？

内身体計測、保健師・栄養士・歯科衛生士による個別相談

時3月3日（水）9時30分〜12時　※時間は申し込み時に相談

所東部学習センター　持母子健康手帳、バスタオル

他●電話でも育児相談を受け付けています　●成人の相談について

は健康増進課（☎445・1405）にお問い合わせください

申☎445・1393

個別育児相談会（完全予約制）

　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。健診後、セルフケア方法をお伝えします。

内歯科健診・結果説明　

時3月11日（木）13時〜15時（時間は申し込み時に相談）

所総合福祉保健センター3階　持母子健康手帳

注１回の妊娠につき1回のみ受けられます

申☎445・1394

妊娠中にも歯科健診を受けましょう 
〜無料健診（完全予約制）のご案内〜

対●１期＝1〜2歳未満

　●2期＝平成26年4月2日〜27年4月1日生まれ

　　2期は3月31日（水）まで

問☎445・1390

麻しん風しん混合(MR)予防接種 〜早めに計画しましょう〜

期限

高齢者に多い誤嚥性肺炎にご注意を！
ごえん

口腔ケア
　歯磨きやうがいをしっか

りと行い、口の中を清潔に保

つことで、細菌数を減らす。

義歯洗浄

　義歯を使用している場合は、ブ

ラシと流水で洗浄して、週に1回

は洗浄剤に浸けて清潔に保つ。

口の体操

　口腔機能

の維持・増進

をはかる。

※口の体操のパンフレットを健康増進課窓口（総合福祉保健センター1階）で配布し

　ています

予防のポイント

　山本さんは約25年、今村さん

は約28年、民生委員・児童委員

として活動し、社会福祉の発展

に貢献しています。

問社会福祉課☎445・1286

定員

業務

報酬

申し込み

応募資格

勤務時間

勤務日

その他

発掘作業員
募集

山本幸子さん 今村喜和子さん

こうくう

令和3年（2021年）2月15日号広報広報 お知らせ・健康・福祉 3

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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その他の
イベントも
チェック

問きらりホール☎441・3377

　ゆっくり記憶を失っていく父との、お別れまでの

7年間。それは、思いもよらない出来事と発見に満

ちた日々。

　笑って泣いて、前に進んでいく家族たちの、新た

な愛の感動作！

出演蒼井優、竹内結子、松原智恵子、山﨑努

対象小学生以上

日時2月19日（金）●10時から（9時30分開場）

　　　　　　　　●14時から（13時30分開場）

費用500円

その他●全席指定　●親子席（要予約）に限り未就学児入場可

申し込みきらりホール窓口／☎441・3377

　今年の正月、北部公民館（佐津間）のロビーには

大きな賀詞が2枚飾られました。鎌ケ谷西高校と鎌

ケ谷高校の書道部員たちの作品です。新年を祝う

言葉と、コロナ禍でも前向きに進もうとの思いのこ

もったメッセージが書かれていました。

　両校の部員たちは、3年前か

ら同公民館の書き初め講座で

子供たちに指導してくれてい

ます。でも、昨年末の講座は新

型コロナウイルスのため中止

に。そこで賀詞を書いてくれた

のです。

　鎌ケ谷西高校の生徒たちは

書き初め講座のほかにも、同

公民館の様々なイベントにボランティアで参加して

くれています。子供対象の

自然観察会やハロウィン・

クリスマス向け料理講座の

指導、地元自治会との祭り

の準備や美術作品出展な

どです。残念ながらこれらの行事も昨年はコロナの

ため実施できませんでしたが…。

　鎌ケ谷高校も協力的で

す。料理研究部は、昨年度

から市の観光事業「観光タ

ウンミーティング」の主要

メンバーとなっています。

今年度は市内イタリア料理店と協働で、カレーやグ

ラタンなど5品の新しいテイクアウトメニューを開

発してくれました。コロナ禍で大打撃を受けている

飲食業界を盛り上げようという試みです。

　市が若者の力を借りるのは高校だけではありま

せん。周辺地域の大学にも個々の事業で協力しても

らっています。例えば、昨年度の新鎌プロジェク

ションマッピングで市総合福祉保健センターに映

し出された映像は、千葉商

科大学（市川市）のゼミ生

たちが制作したものです。

川村学園女子大学（我孫子

市）のゼミ生たちには、昨

年度と一昨年度に市内を歩いて魅力を発見しても

らいました。

　若い世代が地域活動に参加すると地域コミュニ

ティーは活性化します。また、目まぐるしく変化する

この時代、行政サービスにも柔軟で感性豊かな若

者の見方やアイデアは必要です。特に、ITが必要不

可欠なインフラの社会では、情報の収集・発信が得

意な若者は頼りになる「プレイヤー」です。一方、若

者にとっても地域の様々な世代の人や行政と接す

る経験はプラスとなるでしょう。

　鎌ケ谷市はこれからも

若い人の力を街づくりに生

かしていきます。

（市魅力発信アドバイザー）

　子育てサポーターは、地域の子育てを支え合う場「子育てサロン」など

で活動しています。

　子どもと家族の皆さんが集える場を提供し、遊んだりおしゃべりした

り、楽しく活動しています。講座終了後にボランティア登録をしていただ

きます。

内容 ①講義「ボランティアについて」「鎌ケ谷市の子育て支援について」

「子育てサポーターの活動内容について」

②児童センターの見学

対象地域の子育てを応援でき、全日程参加できる人

日時①＝3月10日（水）13時30分〜15時

場所①＝総合福祉保健センター5階 団体活動室

その他②の日時と場所については、後日調整

定員10人程度（申込先着順）

申し込み 3月8日（月）までに子育て支援センター☎441・8905／ｍ

ko-sien@city.kamagaya.chiba.jp

問子育て支援センター☎441・8905／ｍko-sien@city.kamagaya.

chiba.jp

　2年間の講座（年10回）により、市内梨農家の手伝いを通じ

て交流を図ります。「農業を体験したい」「鎌ケ谷特産の梨が

できるまでに携わりたい」という人は、ぜひご参加ください。

日程 ●4月＝交配　　●5月＝摘果

　　●6月＝袋かけ　●7月＝草刈り

　　●8月＝収穫　　●9月＝収穫

　　●10月＝草刈り ●12月＝剪定

　　●1月＝剪定　　●2月＝まとめ

対象市内在住の人　定員若干名

費用保険料600円　申し込み3月1日（月）までに農業振興課☎445・1233

援農ボランティア養成講座  果樹コース（梨）

【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

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      109,943人（前月比＋2）
男　54,282人　女　55,661人

世帯数　 50,488世帯（前月比＋3）
〔R3.1.1現在〕

問生涯学習推進課☎498・6101

初の「インターネット配信
による成人式」を開催しました

「インターネット配信
による成人式」

鎌ケ谷市

　今年の成人式は、新型コロナウイルス

感染症の感染防止のため、会場に人を集

めず、鎌ケ谷市の成人式では初となるイ

ンターネット配信で開催しました。

　成人式の終了後、成人式実行委員会

会長の根岸玲さんから次のとおりメッ

セージをいただきました。

新成人の皆さん、おめでとうございました！

成人式実行委員会会長 根岸玲さん

　まずは、オンラインという形ではありましたが、成人式を開催させてい

ただけたことに感謝します。

　実行委員会として準備を始めた頃は、「成人式で皆が顔を合わせて、改

めて自分の将来について考える」。そんな成人式を目指していました。こ

れは成人式が、新成人一人一人にとって「未来について」や「どんな人間に

なりたいか」といったことを考えるきっかけになればいいな、という思い

が非常に強くあったためです。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、実際に集まって顔を合わせるこ

とはできませんでしたが、そう

いった意味での成人式はできた

のではないかな、と思います。
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