
　市長の退職に伴い、鎌ケ谷市長選挙が7月11日（日）に告示され、7月18日（日）に投票が行われます。

　また、投票日当日に投票へ行けない人のために、期日前投票を市内2カ所で行います。棄権しないで投票しましょう。

鎌ケ谷市長選挙
問市選挙管理委員会事務局☎445･1539

　投票の際には、次のことについてご協力をお願いします。

▶必ずマスクなどを着用してください
▶投票所では、周りの人との距離を保ってください
▶投票所出入口での手指消毒、投票後の手洗い・うがいをしてください
▶可能な範囲で、投票所の混雑を避けて投票してください
▶鉛筆またはボールペンなどの筆記用具を持参し、投票用紙に記入するこ
　ともできます

※投票用紙は特殊な紙を使用していますので、鉛筆の使用を推奨します

　仕事や旅行などの予定があり、投票日当日に投票へ行けない人は期日前投

票ができます。次の2カ所の施設で投票できます。

※投票所にお越しの際は、必ずマスクなどの着用をお願いします

※入場整理券が届いている人は持参してください。なお、あらかじめ入場整理

　券裏面の｢宣誓書｣に記入しておくと、スムーズに投票を行うことができます

期日前投票 期日前投票期間 7月17日（土）まで

　病気やけがなどで字を書くことができない人は、投票所の受け付けに代理

投票したい旨を申し出てください。係員が立ち会いの上、代理記載します。

　視覚に障がいがあり、点字による投票を希望する人は、投票所の受け付け

に申し出てください。

詳しくは
2ページへ新型コロナウイルスワクチン接種について

選挙による施設の臨時休館と
南部公民館自動交付機の休止

日日181877

代理投票

点字投票

投票所への移動に関する支援

新型コロナウイルス感染症対策

▶北部・南部公民館（いずれも図書館分館を
　含む。南部公民館では自動交付機も休止

　となるため、市役所の自動交付機をご利用

　ください）

▶南初富・北中沢・道野辺中央・粟野コミュニ
　ティセンター（7月17日（土）は利用申し込

　みのみ受け付け）

休館日
7月17日（土）・18日（日）

臨時休館施設

市役所1階 市民ホール
8時30分　20時投票時間投票時間

東部学習センター1階
レインボーホール横

9時　19時投票時間投票時間

7時　20時投票時間投票時間

　鎌ケ谷市の選挙人名簿に登録されている人へ世
帯ごとに郵送します。届いたら開封し、記載内容を

確認の上、本人の分を切り離して投票所に持参して

ください。

　候補者の政見などを掲載した選挙公報は、7月

14日（水）の日刊新聞（朝日・産経・千葉日報・東

京・日経・毎日・読売）の朝刊に折り込みました。

※市役所・各コミュニティセン

　ター・学習センター（各公民

　館）・図書館などの公共施設

　でも配布します

選挙公報

入場整理券

開　票
　平成15年7月19日までに生まれた人で、令和3

年4月10日までに鎌ケ谷市に転入の届け出をし

て、引き続き3カ月以上住民基本台帳に登録され

ている、日本国籍を有する人。

※鎌ケ谷市から転出した人は投票することがで

　きません

投票できる人
　投票日当日の21時から、福太郎ア

リーナで開票します。

※参観人の受け付けは20時30分から

時間帯別投票者数（全投票所合計）

（参考）千葉県知事選挙（令和3年3月21日）時の当日投票所混雑状況

7時台
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　次の対象者は、自宅などから投票所（期日前投票所を含む）への移動につい

て、障がい福祉、高齢福祉の支援制度が利用できる場合があります。詳しくはお

問い合わせください。

①身体障がい・知的障がい・精神障がいのある人、難病認定を受けている人

　⇒移動支援事業など

②介護保険の「要支援」または「要介護」の認定を受けている人

　⇒介助移送サービスなど

問①=障がい福祉課☎445・1305

　②=高齢者支援課☎445・1380

主な内容
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　国からのワクチン供給量が大幅に減少してきていることに伴い、7月6日からインターネットおよび鎌ケ谷市新

型コロナワクチンコールセンターでの新規予約受け付けを一時停止しています。

　基礎疾患がある人などの希望者に対しては、予約サポートによる予約受け付けを行っていますが、一定のワクチ

ン確保のめどが立ったことから、7月20日（火）からインターネットおよびコールセンターでの新規予約受け付け

を再開します。

インターネットおよびコールセンターのインターネットおよびコールセンターの
ワクチン接種予約をワクチン接種予約を
日時や場所を指定しない場合は、「予約サポート」をご利用ください

問●予約などについて＝鎌ケ谷市新型コロナワクチンコールセンター（（土）・（日）、祝日を除く9時〜17時）☎0120・271・383

　●その他について＝ワクチン対策室☎446・2601

　8月1日（日）以降の予約にご協力をお願

いします。

※接種券は7月12日に発送しました。また、

　日時や場所を指定しない場合は「予約サ

　ポート」の利用にご協力をお願いします

　7月20日（火）から予約が可能です。

　また、日時や場所を指定しない場合は「予約サポート」の利

用にご協力をお願いします。

50歳～59歳
の人

　ワクチン供給量の見込みに応じて、順次接種

券を発送します。希望する人全員が接種出来る

ように、市として引き続き取り組んでいきますの

で、ご理解・ご協力をお願いします。

49歳以下
の人

　市における65歳以上の希望者への接種が進んでおり、全国平均や

県内平均を上回る接種率となっています。

※令和3年7月6日時点 ※市内の65歳以上の人口31,400人のうち、22,869人が1回目接種済み

65歳以上の市民に
おける1回目接種率 68.7％69.4％

　申し込みフォームから申し込みをしてください。

インターネットによる受け付け
予約サポートの

申し込みフォーム

　まだ接種券が届いていない場合は申し出

フォームなどで市へ申し出をしてください。受

け付け次第、随時発送します。

国や県が実施する大規模接種会場
での接種および職域接種を希望
する場合

72.8％
鎌ケ谷市 千葉県国

予約サポートの利用方法

60歳～64歳および基礎疾患を有する人

7月20日（火）から再開

接種券発送の

申し出フォーム

　今回再開する予約枠数には限りがあり、今

後のワクチン供給量が不透明なことから、予

約再開後、日時や場所を指定しない場合は、予

約サポートの利用にご協力をお願いします。

日時や場所を指定しない場合
予約サポートをご利用ください

予約サポート
とは？

　申請に基づき、市で接

種日や接種会場を割り振

り予約を行う制度です。

　7月15日発行の別冊にある「新型コロナワクチン接種予約サポート申込書」

に必要事項を記入して、接種券と併せて次の窓口に提出してください。

日時（土）・（日）、祝日を除く9時〜17時

申込書による受け付け

▶総合福祉保健センター2階 各カウンター

日時9時〜17時

    ※7月26日（月）は休館

    ※7月17日（土）・18日（日）は北部および南部公民館では受け付けできません

▶まなびぃプラザ・学習センター（各公民館）
　※中央公民館を除く

日時9時〜17時

    ※7月18日（日）は粟野および北中沢コミュニティセンターでは受け付け

　　　できません

▶くぬぎ山・北中沢・粟野コミュニティセンター
　※鎌ケ谷・南初富・道野辺中央コミュニティセンターでは受け付けていません

再開後の予約について
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　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中での生活支援の取り

組みとして、子育て世帯へ特別給付金を支給します。

　養育要件と所得要件のそれぞれいずれかに該当する人。

※子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）を受給した人は対象外

【養育要件】

①3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている人

②児童の出生などにより3年5月分から4年3月分までのいずれかの月分の児

童手当の支給（国内転入などを除く）を受けることになった人

③新たに3年5月分から4年3月分までのいずれかの月分の特別児童扶養手

当の支給（国内転入などを除く）を受けることになった人

④3年3月31日において、平成15年4月2日から18年4月1日までの間に出生

した児童（高校生など）のみを養育し、国内に住所を有する人または3年4月

1日以後に、当該児童を養育し、国内に住所を有することになった人

【所得要件】

Ⓐ3年度分の市町村民税均等割が非課税である人

Ⓑ新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、3年1月以降の家計が急変し、

3年度の市町村民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認めら

れる人

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）のご案内

福祉作業所「友和園」 指定管理者 募集福祉作業所「友和園」 指定管理者 募集

高齢者・障がい者などのごみ出しを支援します！

子育て世帯を支援するため、給付金を支給します

▶申請不要の人で、養育要件が次の場合

　●①＝7月15日に支給しました

　●②・③＝案内通知の送付後支給します

　※課税情報が確認できない人（税の申告が済んでいない人、収入が無

　　かったため申告をしていない人など）が受給するためには、税の申告が

　　必要です。申告後、税情報が確認でき次第支給します

▶要申請の人の支給時期は、送付される決定通知をご確認ください

　児童1人につき5万円。

詳しくは、市ホームページをご確認ください。

　自分でごみを出すことが困難で、他の人か

らの支援を得られない高齢者や障がい者な

どに対して、「鎌ケ谷市ふれあい収集事業」

を実施しています。委託業者が戸別に収集

を行い、ごみ出しの負担や不安などを軽減

するとともに、安否確認も併せて行います。

対象 市内在住の1人暮らしで、次のいずれか

の条件に該当する人または同居者全員が次

のいずれかの条件に該当する世帯

●65歳以上で要介護1〜5の認定を受けている

●身体障害者手帳1級または2級を持っている

●身体障害者手帳3級を持っていて視覚障がいまたは肢体不自由がある

●療育手帳の障害程度がA以上である

●精神障害者保健福祉手帳1級を持っている

●他の条件には該当しないが、ごみ出しが困難である

申し込み本人または代理者（親族、本人が認めた者）が、クリーン推進課窓口（市役所

1階）に利用申込書、申し込みに係る同意書、介護保険被保険者証・障害者手帳などの

写し（原本の提示でも可）を提出

※後日、市の担当職員が本人と面談し、利用決定の判断をします

　新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染の疑

いがあり、仕事を休んだ従業員に、傷病手当金を支給し

ます。

対象国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入してい

て、次のいずれかの条件を満たす人

●新型コロナウイルス感染症に感染し、仕事を休んだ

●発熱などの症状があり、新型コロナウイルス感染症の感

染が疑われ仕事を休んだ

※詳しくはお問い合わせください

対象期間9月30日(木）まで

支給額 直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労

日数で割った金額×3分の2×支給対象日数

注意●事業主や医療機関の証明が必要です

　　●療養期間中に給与などが支給されている場合、傷病

手当金の全部もしくは一部の支給が制限される場合

があります

　　●支給額には上限があります

申し込み 保険年金課窓口（市役所1階）または市ホームペー

ジで配布する申請書に必要事項を記入して、同課窓口へ持参／

ゆ〒273-0195

問障がい福祉課☎445・1305

ふれあい収集事業　利用申し込み受け付け中

問クリーン推進課☎445・1223

問こども支援課☎445・1325

対象

給付額

申し込み

支給時期

Ⓐ
Ⓑ

① ② ③ ④

申請不要※

要申請

申請不要※

要申請

申請不要

要申請

要申請

要申請

※：公務員の場合は要申請

養育要件

所得要件

国民健康保険・後期高齢者医療制度

傷病手当金の支給
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

対象期間が9月30日（木）まで延長

募集要項

対象施設 友和園・第二友和園

募集資格市または隣接する市において就労継続支援事業所・生活介

護事業所を3年以上継続して運営している社会福祉法人

※募集資格や業務について詳しくは、募集要項および仕様書を参照

管理期間4年4月1日〜9年3月31日

　　　 7月15日（木）〜30日（金）に市ホームページおよび障がい福

祉課窓口（総合福祉保健センター2階）で配布

申し込み8月17日（火）〜31日（火）に必要書類を同課窓口へ持参
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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

　学校給食の運営に関わる課題につ

いて審議します。

対市内在住で、応募日現在20歳以上

の人

定1人
任期10月1日から2年間
報酬日額6,800円

※書面開催の場合、報酬はありません

他会議は年間2回程度を予定
注●他の審議会などの公募による委

員との兼職はできません

　●会議は公開で、氏名などが公表さ

れます

申作文「学校給食について」（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、8月6

日（金）まで（必着）に学校給食セン

ターゆ〒273-0131軽井沢2094-4／

ｆ445・5680／ｍkyusyoku@

city.kamagaya.chiba.jp／窓口へ

持参

問同センター☎445・5640

学校給食センター運営委員会委員

　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、38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
〜公園を管理してみませんか？〜

　若手芸術家などが海外の芸術団

体、劇場などで実践的な研修などを行

う際の渡航費・滞在費を支援します

対美術・音楽・舞踊・演劇・舞台美術・

映画・メディア芸術を行う人

申募集案内を参照し、8月10日（火）ま

でに文化庁ホームペー

ジから申し込み

問（株）日本旅行 グロー

バルソリューション営業

本部☎03・5402・6474

令和4年度 新進芸術家海外研修制度

　例年実施している、夏休み期間の自

習室開放は、新型コロナウイルス感染

症の感染防止のため中止します。夏休

み以降の自習室開放は、新型コロナウ

イルス感染症の状況を考慮して判断し

ます。

問契約管財課☎445・1092

夏休みの自習室開放中止

　県や国と連携して、空港関連企業や

周辺企業で働く従業員などへの総合

的サポートを行う雇用相談窓口「ナリ

タＪＯＢポート」を開設しました。

　この窓口では、職業相談や出向・再

就職支援業務など、雇用に関する相談

に応じます。

所成田国際空港第2駐車場ビル（南

側）2階事務室（Ｐ2021）

時（土）・（日）、祝日を除く10時〜16時

他詳しくは、成田国際空港（株）ホーム

ページまたはナリタJOBポートへお

問い合わせください

問ナリタJOBポート☎0476・34・

6502

成田国際空港に雇用相談窓口が
できました

お知らせ・相談

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

▶鎌ケ谷テニスクラブ
硬式テニス。対初・中級レベル以上の人時●毎週（火）・（木）9時〜13時●毎

週（土）・（日）、祝日の13時〜16時所東初富テニスコート定5・6人入 5,000

円年20,000円他体験参加あり申中矢☎090・7728・0188

会員募集

防衛大学・防衛医科大学（医学科／
看護学科）学生

種目①一般曹候補生

　　②自衛官候補生

　　③航空学生（空）

　　④航空学生（海）

対①②＝18歳以上33歳未満の人

　③＝18歳以上21歳未満の人

　④＝18歳以上23歳未満の人
受付①③④＝7月1日（木）〜9月6日（月）

　　②＝年間を通じて実施
試験①＝1次：9月16日（木）〜19日（日）

　　②＝受け付け時にお知らせ

　　③④＝1次：9月20日（月）

問自衛隊 柏募集案内所☎04・7163・

6884

陸・海・空自衛官

募集

対18〜20歳で高校卒業または高等

専門学校3年次修了者（見込み含む）
受付 ①一般＝7月1日（木）〜10月27

　　　日（水）

　　②総合＝9月5日（日）〜10日（金）

　　③推薦＝9月5日（日）〜10日（金）

　　④医学科＝7月1日（木）〜10月13

　　　日（水）

　　⑤看護学科＝7月1日（木）〜10月

　　　6日（水）

募集案内

「こども自然観察会」
夏季のこども環境講座

　親子で草花の名前や鳴く虫を調べて問題を解いてみましょう。7月17

日（土）〜30日（金）に問題を解くヒントを粟野地区公園内に設置するので、

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。

対象市内在住の小学生（保護者同伴）

日時7月31日（土）9時30分から（1時間程度。

    雨天時は翌日に順延）

場所粟野地区ふれあい広場

定員15人（申込先着順）

費用保険料50円

講師粟野の森の会

服装長袖・長ズボン・帽子

持ち物タオル・水筒・マスク・虫除けスプレー

その他●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7月31日（土）のみ

　　　●まなびぃ100対象

申し込み環境課☎445・1227

試験日①＝1次:11月6日（土）・7日（日）

　　　②＝1次:9月25日（土）

　　　③＝9月25日（土）・26日（日）

　　　④＝10月23日（土）

　　　⑤＝10月16日（土）

問自衛隊 柏募集案内所☎04・7163・

6884

納期限は8月2日（月）納期限は8月2日（月）

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!

　図書館員による絵本の読み聞かせや手あそび、パネルシアター、

人形劇団「汽車ポッポ」による人形劇。

対象乳幼児〜小学生と保護者

日時8月26日（木） ●10時30分〜11時15分 ●14時〜14時45分

（各回20分前受け付け）

場所図書館本館

定員各20人

申し込み7月15日（木）10時から図書館本館

☎443・4946

夏休みとしょかんげきじょう

寄せられた善意 ～ありがとうございました～

●木本幸雄さんから公共施設での

活用のためにトイレットペーパーを

●東明倉庫株式会社から一般寄付

物品として茶葉を

（財政室）

●株式会社希望から社会福祉のた

めに300,000円を

（社会福祉課）

●「花まつりをもっと身近にキャンペー

ン」から福祉のために37,000円を

（社会福祉協議会）

〜粟野の森探偵団〜
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問きらりホール☎441・3377

ステージの裏側を体験してみよう！

社会科見学！　～きらりホールバックステージツアー～

　普段は絶対に見ることのできない舞台裏や調整室など

の見学の他、場内アナウンスにも挑戦できます。

日時8月28日（土）　対象小学校4年生〜6年生

定員10人（申込先着順）

申し込み 7月24日（土）9時以降にきらりホール窓口また

は、7月25日（日）9時以降にきらりホールホームページ／

☎441・3377

その他の
イベントもチェック

　「北海道・北東北の縄文遺跡群」が、国連教育・科

学・文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に登録され

る見通しとなりました。

　7月16日から開かれるユネスコ世界遺産委員会

で正式決定される見込みです。国内の文化遺産とし

ては20件目で、文字を持たない先史時代の遺跡登

録は国内初です。

　縄文遺跡群は大規模拠点集落跡の三内丸山遺

跡、北東アジア最古の土器片が出土した大平山元遺

跡（ともに青森県）、円形に石が並べられた大湯環

状列石（秋田県）など約1万5,000〜2,400年前の

17遺跡で構成されています。

　鎌ケ谷市内にも縄文時代とされている遺跡は95

カ所ほどあるようです。代表的なものは、草創期の

林跡№1遺跡（鎌ケ谷警察署の北側）、中期の根郷

貝塚（第四中学校の南側）、後期・晩期の中沢貝塚

（貝柄山公園の西側）など。遺跡の場所は農地や宅

地などのため現地で縄文の雰囲気を感じること

は難しいかもしれません。でも、市郷土資料館に

行けば多くの出土品が展示されていますので、縄

文の社会を垣間見ることはできます。

　一番インパクトのある展示は、ほぼ完全な形で

出土した約4,500年前の人骨です。推定身長143

センチの20〜30歳代とみられる女性の埋葬人骨

で、根郷貝塚で発見されました。この女性はどん

な一生を送ったのでしょうか。中沢貝塚からは耳

飾りや垂飾などの装飾品や、土偶や石棒など儀式

やまじないに使ったと思われる道具が出土してい

ます。人の顔が描かれた土器の破片も見つかって

います。誰の顔でしょうか。

　昔の教科書の記述は「水稲耕作が伝わり金属器

も使われ始めた進んだ弥生時代」「狩猟採集中心で

土器、石器を使う遅れた縄文時代」というイメージ

を持ってしまいがちだったと思います。しかし、多く

の遺跡発見や研究の結果、縄文時代は自然とうま

く共生した定住生活が1万年以上も続き、高度な工

芸技術と精神性を持つ極めて豊かでユニークな社

会だったことがわかってきました。これが評価され

遺跡群の世界遺産登録の運びとなったのでしょ

う。市郷土資料館の展示品を見てもうなずけます。

　ところで、市内からは弥生時代の遺跡が見つかっ

ていません。弥生時代の前後の縄文時代、古墳時代

の遺跡はあるのですが、なぜか弥生時代だけあり

ません。市域は台地のため水稲耕作に適さなかっ

たのかもしれません。あるいは、まだ人知れず地下

で眠っているのかもしれません。謎だらけの原始時

代、古代は想像力を掻き立てます。

（市魅力発信アドバイザー）

犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える 地域のチカラ

　毎年7月は「社会を明るくする運動」強調月間で

す。犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生

について理解を深め、犯罪や非行のない明るい社

会を築きます。

　市では、関係機関・団体などと連携を強め、「犯罪

や非行のない安全・安心な地域社会を築くための

取組を進めよう」を重点事項として啓発活動を開催

します。

作文コンテスト 優秀作品の受賞者を決定
　市内の中学生に、日頃の家庭生活や学校生活の中

で考えていることや、体験したことの作文を募集し、作

文コンテストを開催したところ、次の5人が優秀作品

の受賞者に決定しました。（敬称略）

●堀田 志帆（鎌ケ谷中2年）

●石橋 花凛（第二中3年）

●羽立 琳咲（第三中3年）

●高塚 意（第四中3年）

●増田 玲（第五中2年）

社会を明るくする運動
第71回

　子どもの非行などについて、専門

家による適切なアドバイスが問題解

決の近道になります。気軽にご相談

ください。

日時7月27日（火）10時～12時
場所 総合福祉保健センター5階 鎌

ケ谷地区更生保護サポートセンター

相談員保護観察官、保護司

青少年更生保護相談所の開設
（申込不要）

　梨のシーズン到来を告げる「幸水」の共進会を開催します。

日時8月6日（金）

　　●審査・展示＝10時〜14時　●販売＝14時〜15時（要申し込み）

場所市役所1階 市民ホール

費用1箱（3キログラム）1,500円　販売数1世帯1箱まで

　共進会終了後に出品された梨の販売を行います。今年も、新型コロナウイ

ルス感染症の感染防止のため、事前申し込み制（多数抽選）とします。

申し込みはがきに住所・氏名・電話番号を記入して、7月26日（月）まで（必

着）に農業振興課「共進会梨購入」係ゆ〒273-0195

その他当選通知は7月末までに発送します

　梨の品質向上と消費拡大を図るため、県内の各産地から選りすぐりの梨を集

め、千葉県の梨ナンバーワンを決めるコンテストが開催されます。

日時●審査＝7月31日（土）10時〜17時　●開会式＝8月1日（日）11時〜12時

　　●即売＝8月1日（日）13時から（売り切れ次第終了）

場所イオン津田沼店1階 センターコート

問農業振興課☎445・1233

　出品された梨は、食味・糖度などを重視した完熟梨を品評会用に提供されたもので

す。販売当日が食べ頃となっているので、遠方への発送はご遠慮ください。

問農業振興課☎445・1233

販売は事前申し込み制

販売は事前申し込み制です

出品された梨について

鎌ケ谷の美味しい梨が出そろう

共進会を開催

もうすぐ
食べ頃
たん！

　参加者には、翌日8月29

日（日）にきらりホールで上

演するコンサート「ズーラシ

アンブラス 音楽の絵本／ダ

ンディズム」のペア招待券を

プレゼント！

参加者には豪華特典

令和3年度 千葉なし味自慢コンテスト 開催！令和3年度 千葉なし味自慢コンテスト 開催！

問社会福祉課☎445・1286
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　結婚50年目に当たる金婚式を迎える夫婦の皆さんへ市から金婚を祝して記念品（置

き時計）を贈呈します。

対象昭和46年9月1日〜47年8月31日の間に、結婚している市内在住の夫婦

※昨年までの対象者で、過去に申請されていない人を含む

申し込み戸籍謄本（3カ月以内に交付されたもの）1通を添えて、7月30日（金）までに高

齢者支援課（総合福祉保健センター2階）へ持参

その他戸籍謄本については、本籍地に請求してください

問高齢者支援課☎445・1375

　（戸籍謄本の交付については、市民課☎445・1187）

　市社会福祉センターの浴室の利用について、ボイラーの修

繕が完了したため、8月2日（月）から利用を再開します。

　なお、浴室の利用に当たって、新型コロナウイルス感染症の

感染防止のため、一部利用を制限し、予約制とします。

日時毎週（月）・（水）・（金）（祝日を除く）の各11時から15時ま

で（利用時間を3回に分けた入れ替え制）

定員男女各4人（申込先着順）

申し込み利用希望日1週間前以降の9時〜12時・13時〜16時30分に社会福祉セン

ター☎444・0121／窓口で予約

※1週間前が祝日などで休館の場合、その翌日から受け付け

※1週間に複数回の予約は不可

その他市外利用者は社会福祉センターへの入

館料300円が必要です（市民は無料）

注意非常用発電機設置工事に伴い、10月中旬

から11月末まで浴室を一時休止します。再開

は12月1日（水）の予定です（工事の進捗状況

により変更する可能性あり）

院名

鎌ケ谷道野辺整骨院

鎌ケ谷接骨院

富田接骨院

祥和鍼灸整骨院

東中沢整骨院

伊藤整骨院

大仏整骨院

咲が丘整骨院

岡崎整骨院

実施曜日

水

日

木

水

月

木

火

火

月

実施時間

9時〜10時30分

13時30分〜15時

9時30分〜11時

13時〜14時30分

10時30分〜12時

13時〜14時30分

13時15分〜14時45分

13時〜14時30分

13時〜14時30分

定員

10人

8人

10人

8人

5人

6人

6人

10人

8人

予定開始日

9月8日

9月5日

9月2日

9月8日

9月6日

9月2日

9月7日

9月7日

9月6日

電話

070・1537・2848

443・0066

443・8600

404・1700

442・2320

443・0334

445・0507

404・4527

498・5556

問高齢者支援課☎445・1384

金婚祝いの記念品を贈呈

社会福祉センターの浴室で
リフレッシュしませんか？

問高齢者支援課☎445・1375

結婚50年目を迎えるご夫婦へ

市政施行50周年記念事業

8月2日（月）から利用再開

1回目

2回目

3回目

11時〜11時45分

12時20分〜13時05分

13時40分〜14時25分

11時45分〜12時

13時05分〜13時20分

14時25分〜14時40分

12時〜12時20分

13時20分〜13時40分

14時40分〜15時

脱衣・入浴時間(45分) 着衣時間(15分) 消毒時間(20分）

人権擁護委員の就任
　今村喜和子さんが、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

●遊具などの施設や樹木を大切にする　●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（市制記念公園と粟野地区公園は

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

場については公園利用以外の駐車、

または長時間の駐車禁止

　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。

　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。

●市制記念公園＝9時〜17時（7月〜8月は9時〜19時）

●貝柄山公園＝7時〜17時30分（5月〜8月は7時〜18時）

暑い日の利用に注意

公園駐車場の利用時間について

ルール・マナーを守り
楽しく利用しましょう
ルール・マナーを守り
楽しく利用しましょう
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

今村喜和子さん

公園・児童遊園

柔体操参加者募集柔体操参加者募集皆さんも参加してみませんか？

注意
申し込み

日時

対象

　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。

　　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9月からの柔体操

事業に参加した人を除く）

　　右表参照（週1回90分、全12回。9月から順

次開催）

　　送迎などはありません

　　　　希望する整骨院または接骨院へ電話
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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

特定医療費（指定難病） 受給者証更新手続き

小児慢性特定疾病医療受給者証 更新申請手続き
更新期間7月29日（木）まで
提出先習志野保健所

注申請手続きは原則、郵送

問習志野保健所☎475・5153

母子健康手帳の交付

　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回まで公費負担で健康診査を受けられます

（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＝鎌ケ谷市民用の受診票に窓口で交換

　　  ●転出したら＝転出先の自治体にお問い合わせください

　　里帰り出産などで県外の医療機関で受診する場合、そのままでは受診票

を使用できないため、ご連絡ください

対象

持ち物

その他
対象医療機関

注意

問健康増進課☎445・1393

　市では、鎌ケ谷コミュニティクラブ（KCC）を実施しています。散歩や

体操などのレクリエーションを通して、精神科に通院している人などの居

場所づくりや仲間づくり、地域活動の機会を創出し、困っていることを相

談できる機会としています。

  　精神障がいがある人(家族同伴可)

　　市役所地下 団体研修室

　  毎月第2（木）10時〜11時30分

    　　八千代地域生活支援センター☎047・481・3555

問障がい福祉課☎445・1307

対象
場所

申し込み
日時

健康だより
　夏場は食中毒菌が増えやすく、食中毒の発症が多い時期です。次の

原則を守り、食中毒予防に取り組みましょう。

食中毒菌を付けない

●調理前、トイレ後、生肉・生魚・生卵を扱った後はよく手を洗う

●調理器具は、すぐに洗って消毒をし、常に清潔な物を使う（生肉・生   

　魚を扱った後は特に注意）

食中毒菌を増やさない

●食材の購入時は、保冷剤を入れた保冷バッグなどを使用し、すぐに

　持ち帰る

●保存温度は、冷蔵庫を10℃以下、冷凍庫を-15℃以下にする

●調理後は長時間室温に置かない

●食品の解凍は冷蔵庫内か電子レンジで。再冷凍は危険です

食中毒菌をやっつける

●食品の加熱の目安は、中心部の温度が75℃で1分間以上。電子レン

　ジの加熱不足に注意し、必要に応じて時々かき混ぜる

※通常の「腐敗」とは違い、臭いや形状に変化がなくても、食中毒菌が

　 繁殖していることがあります。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 

　健康増進課

〜食中毒にご用心！〜

精神障がい者向け

レクリエーション（KCC）で

仲間づくりをしませんか？

　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、令和3年度の自治

会・町会・商店会の夏まつりは全て開催中止となりました。

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

自治会・町会・商店会の夏まつり
開催中止

令和3年度

その日の暑さの危険性をお知らせ

熱中症　　アラート 問環境課☎445・1227

　 熱中症警戒アラートとは、環境省と気象庁が提供する情報で、熱中症の危険性が

極めて高い環境が予測されるときに熱中症予防行動を促すものです。

　 熱中症警戒アラートが発表された時は、次のように心掛けましょう。

●気温・湿度・暑さ指数を確認する

●外出はできるだけ控え、暑さを避ける

●外での運動や活動は中止・延期する

●熱中症のリスクが高い人に声掛けをする

●「熱中症予防行動」を普段以上に実践する

その他詳しくは、市ホームページをご覧ください 市ホームページ

「かむ子・のびる子・元気な子」料理コンクール 献立募集！

「きらり鎌ケ谷」CD

　市民の皆さんに親しまれている、

ダ・カーポが歌う市民の歌「きらり鎌

ケ谷」のＣＤを販売しています。この

歌は「きらり鎌ケ谷体操」でも使われ

ているものです。

  　    広報広聴室（市役所３階）  

 　  　 1枚500円

問広報広聴室☎445・1088

販売場所
販売価格

市民の歌
警戒

　 8020(はちまるにいまる)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

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3日（金）まで（消印有効）

に同課へ郵送

問☎445・1394

更新期間●有効期間が9月30日までの人＝7月30日（金）

　　　　●有効期間が12月31日までの人＝9月30日（木）

注申請手続きは原則、郵送

問習志野保健所☎475・5153
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　時空を超えたチェロカルテットが3年半ぶりにきらりホールへ！切磋琢磨

しながら共に過ごした高校時代。時が経った今、それぞれの道で活動中の4

人が贈る、心弾むハーモニー。

日時10月3日（日）15時から（14時30分開場）

費用●一般＝3,000円（友の会会員＝2,500円）

　  ●小・中学生＝1,200円（友の会会員＝1,000円)

申し込み友の会会員は7月17日（土）以降、一般利用者は7月31日（土）以降

にきらりホール窓口／☎441・3377

その他●全席指定　●親子席（先着8席。要申込）に限り未就学児入場可

広報 令和3年（2021年）7月15日号8

【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      109,946人（前月比-104）

男　54,246人　女　55,700人

世帯数　 50,874世帯（前月比-14）

〔R3.6.1現在〕

日時7月27日（火）、8月3日（火）・26日（木）の各15時30分〜16時30分

対象小学生・中学生　場所各児童センター

その他内容について詳しくは、「児童センター便り7・8月号」をご覧い

ただくか、お問い合わせください

「超チェロ組」と一緒に演奏しませんか？

　クイズに答えて鎌ケ谷ミニ博士をめざそう！

日時7月21日（水）〜8月31日（火）の各10時〜

12時30分、14時30分〜16時45分

場所各児童センター

　皆さんは、市庁舎をどんな時に訪れますか？いろいろな手続きや相談

などで訪れることが多いかと思います。

　市制施行時の庁舎は瓦ぶきの2階建てで、現在の図書館本館がある場

所にありました。

　市制施行当初に掲げられた増加する人口を受け入れるだけの社会資

本・環境の整備、新たなコミュニティ作り、市域に残る自然を生かした住

宅都市の形成といった課題に対応するため、市制施行から5年後の昭和

51年（1976年）11月に、4代目の庁舎として現

在の地に落成しました。

　この新市庁舎は、近代的で市民に便利で親し

みやすい建物であることを基本理念として、鉄

骨鉄筋コンクリート造、地下1階、地上6階、塔屋

2階、高さ約23メートル、延床面積10,086平方

メートルで竣工されました。

　当時、市庁舎周辺は梨畑に覆われ、春には梨

の花が一面に咲いていました。

　平成29年には、地震の揺れをゆっくりした揺

れに変える免震装置が取り付けられ、市民の皆

さんの安全・安心な暮らしを支える防災拠点と

して、地震に強い建物に生まれ変わりました。

　近年は、屋上を「かまがやスカイビュー」として

市民の皆さんに開放し、北は筑波山の勇壮な姿、

西は富士山と東京スカイツリーが一緒に眺望で

き、さらには「ダイヤモンド富士」のビュースポッ

トとしても親しまれる市庁舎となっています。

　市庁舎を訪れた際は、ぜひ屋上から「かまが

やスカイビュー」の眺望をお楽しみください。

かまがやのまちづくりの歩みま や ま づ り 歩
問建築住宅課☎445・1472

第4回　市庁舎

　各児童センターでストラックアウトやお手玉ボーリング、

ドミノ並べなど楽しいゲームを用意しています。友達と

一緒に挑戦しよう！

チャレラン大会チャレラン大会 いろいろなゲームに
チャレンジしよう！
いろいろなゲームに
チャレンジしよう！

地域クイズGOTOかまがや地域クイズGOTOかまがや

市制施行50周年
記念事業 へ行こうへ行こう児童センター児童センター夏休みは夏休みは ！！

問●中央児童センター☎444・0144

  　●南児童センター☎438・5040

　 ●くぬぎ山児童センター☎047・389・1401

　 ●北中沢児童センター☎442・2011

 　●粟野児童センター☎441・7066

　超チェロ組と一緒にステージ（2曲分）で演奏します。出演時以外は

客席でコンサートを観賞することができます。

対象小学生以上のチェロ経験者で、練習に2日以上と、公演日に

参加できる人

※プロアマ不問

※音楽大学以上の経験がある人は、練習参加が1日でも可

定員20人

練習日程●通常練習＝9月12日（日）・20日（月）・23日（木）の各18時〜20時

　　　 ●通し稽古＝10月2日（土）17時〜18時

場所きらりホール 　費用保険料など800円

申し込み申込書に記入して、8月31日（火）まで（必着）にきらりホール窓

口へ持参／ｆ445・6777／ゆ〒273-0101 鎌ケ谷市富岡1-1-3 きら

りホール「超チェロ組」担当、またはきらりホールホームページの申し込み

フォームから

　 東京芸術大学音楽学部付属音楽高等学校

の同級生によるチェロカルテット。

渡部玄一さん、菊地智也さん、植草ひろみさ

ん、渡邉辰紀さん

超チェロ組Profile

超チェロ組きらりホール
音楽の宝石箱

超チェロ組 メンバー（左から順に）

現在の市庁舎

着工当時の市庁舎周辺

市庁舎地下の免震装置
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