
むやみに移動を開始しない

むやみに移動を開始せず、
落ち着いた行動を

東日本大震災から11年が経過しました

もし災害が発生したら
　大規模な災害が発生すると、公共交通機関が運行を停止し、帰宅が困難になることが予想されます。

　多くの人が一斉に徒歩で帰宅を始めると、火災や建物からの落下物などにより、けがをする恐れがあ

る他、救助・救急活動の妨げとなります。むやみに移動を開始せずに、落ち着いて行動しましょう。

●身の安全を確保し、職場や集客施設などの安全

　な場所にとどまる

●災害用伝言サービスで家族の安否などを確か

　める　

●交通情報や被害情報などを入手する

日頃から準備しておきたいこと
●携帯ラジオや地図を持ち歩く　

●スニーカー・懐中電灯・手袋・飲料水・食料・除菌シー

　トなどを用意する

●家族などと安否確認の方法、集合場所、帰宅経路の

　状況を確認しておく

問安全対策課☎445・1278

新型コロナワクチン3回目接種 順調に進捗
～高齢者接種率70％を超える～

令和4年度予算案可決
～コロナ対策・子育て支援など注力～

　市民の皆様への3回目の接種を開始しておよそ1カ月半が経ちました。鎌ケ谷市における接種率は、3月8日現在、29.2％（65歳以上

の接種率は73.2％）で、国や千葉県の平均を大きく上回っています。また、3月5日からは、5歳から11歳までを対象とした接種も開始

しました。お子さんへの接種には、ワクチンの副反応などご心配な保護者もいらっしゃると思いますが、厚生労働省のホームページや

公的機関で公表している情報を十分にご確認のうえで接種のご判断をお願いいたします。

　令和4年度予算案は鎌ケ谷市議会3月会議で3月11日に可決されました。「高校生までの子ども医療費の助成、多子世帯の給食費や保育料

の減免などの子育て支援」「ワクチン追加接種などの新型コロナウイルス感染症対策」「道路や下水道の整備などの都市基盤整備の推進」をは

じめ、福祉、教育、産業振興、防災対策など、様々な分野において可能な限りの予算措置を行いました。市民の皆様の声を大切に未来に希望の持

てるまちづくりを進めてまいります。令和4年度予算の詳細につきましては、広報かまがや5月15日号でお知らせする予定です。

市長メッセージ

鎌ケ谷市長　芝田 裕美

一斉に帰宅するのは危険です！
災害に備えて確認を

指定緊急避難場所が
変わります

　市の指定緊急避難場所に指定され

ていた「全国信用金庫研修所（初富

206番地）」が、4月1日(金)以降、指

定緊急避難場所として利用できなく

なります。近隣の指定緊急避難場所

は、西部小学校や第三中学校です。

　災害に備えて、自分や家族が集まる

「指定緊急避難場所」がどこなのかを

確認しておきましょう。

まん延防止等重点措置の延長まん延防止等重点措置の延長 3月21日（月）まで3月21日（月）まで3月21日（月）まで3月21日（月）まで新型コロナ
ウイルス感染症対策

　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から、「まん延防止等重点措置」の適用期間が3月21日（月）まで再延長されました（令和4年3月8日時点）。

　市では、公共施設などにおける基本的な感染防止対策を引き続き徹底して実施します。

　3月21日（月）までの期間、次の施設は9時

から17時まで開館します（令和4年3月8日

時点）。

●各コミュニティセンター　●市民活動推進

センター　●男女共同参画推進センター　

●まなびぃプラザ　●学習センター（各公民

館）　●図書館本館　●きらりホール　●か

まがやワールドプラザ　●各スポーツ施設な

ど　●郷土資料館

※各児童センターの開館時間は10時から

※社会福祉センターの開館時間は16時30分

　まで

※図書館各分館の開館時間は16時45分まで

※詳しくは、各施設へお問い合わせください

　5歳〜11歳の新型コロナワクチンの接種回数は全2回で、

1回目接種後3週間あけて2回目を接種します。

　5歳〜11歳で使用するワクチンはファイザー社製ワクチン

ですが、12歳以上のファイザー社製ワクチンとは希釈方法や

接種量が異なります。

　対象者にはすでに接種券一式を個別通知しています。詳し

くは、接種券に同封している案内をご確認ください。

①・②＝予約システムから予約

③＝病院へ電話で予約
予約方法

　3回目接種に使用するワクチンは、ファイザー社製

ワクチンが58,500回分、武田／モデルナ社製ワク

チンが48,450回分、合計106,950回分が配分さ

れるため、接種を希望する人に対し十分に対応が可

能です。

　1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目の

接種をした場合、接種後の7日以内の副反応は

概ね1・2回目と同じワクチンを接種した場合と

同じように安全性の面で許容されています。

　また、1・2回目接種でファイザー社製ワクチ

ンを接種した人がどちらのワクチンを接種して

も抗体価が十分に上昇します。

　なお、現在、武田／モデルナ社製ワクチンの方

が予約を取りやすい状況です。

交互接種について

①鎌ケ谷市総合福祉保健センター＝毎週（日）

②かまがや診療所＝毎週（土）

③鎌ケ谷総合病院＝毎週（木）

注意①=4月からは毎週（木）も接種実施

    ③=3月17日（木）から接種開始

接種会場とスケジュール

市内公共施設の開館時間 5歳～11歳の新型コロナワクチン接種が
3月5日から始まりました 3回目接種におけるワクチンの配分

主な内容

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）
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問環境課☎445・1229

　生後91日以上を経過した犬の場合、登録と毎年1回（4月〜6月）の狂犬病予防注射が法律

で義務付けられています。

　狂犬病は、発症したら助からない人獣共通の恐ろしい感染症です。犬だけでなく人の命を

守るためにも、必ず接種しましょう。

　なお、登録済みの犬については、通知票を3月末に発送します。

日時●4月9日（土）9時30分〜11時30分　 ●4月10日（日）13時30分〜15時30分

　　●4月16日（土）9時30分〜11時30分　●4月24日（日）9時30分〜11時30分

　　※雨天決行。荒天時は環境課にお問い合わせください

場所市役所駐車場（南側）

費用①登録済みの犬の場合＝3,500円（予防注射料金2,950円＋注射済票交付手数料550円）

　　②新規登録の犬の場合＝6,500円（①＋登録手数料3,000円）

持ち物①のみ、市から郵送された通知票、事前に記入した問診票

その他新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、次のことにご協力ください

　　　●密集・密接を防ぐため、時間前に並ばない

　　　●注射の際に犬を抑えられる必要最低限の人数で来場する

　　　●他人の犬と距離を置き、接触しない

　　　●予防注射・会計が終わったら速やかに移動する

注意●犬の健康状態が悪い場合や過去にワクチンなどでアレルギーなどの異常を起こした

　　　ことがある場合は、事前に動物病院で獣医師の診察を受けてください

　　●例年より会場と日程を縮小して実施します

　　●市外から転入した場合は、事前に環境課（市役所1階）で犬の登録変更を済ませてから

　　　お越しください

　　●この期間に接種できなかった場合は、速やかに動物病院で接種し、環境課で注射済票

　　　の交付手続きをしてください

　犬や猫の「ふん・おしっこ」の不始末について、苦情が市に寄せられてい

ます。飼い主としての自覚を持ち、道路や公園、他の人の敷地や塀などに排

せつさせないなど、飼い主のマナーを守りましょう。

　犬の散歩は運動のためのもので、排せつが目的ではありません。散歩前

の排せつをしつけ、道路や公園などでふんをしたら必ず持ち帰ることがで

きるよう、片付ける道具を持参しましょう。

犬の登録と狂犬病予防注射
予防注射は毎年1回 忘れずに予防注射は毎年1回 忘れずに

問環境課☎445・1229

犬のふんは持ち帰りましょう
飼い主の皆さんにお願い飼い主の皆さんにお願い

　鎌ケ谷市議会ホームページ上に1月中旬、「鎌ケ谷

市議会キッズページ」がお目見えしました。小・中学

生に市議会の役割を理解してもらうとともに身近

に感じてもらおうと掲載したページです。キッズ

ページは小学生用と中学生用に分かれ、市議会の

仕組み、用語の解説、Q&Aなどがイラストを用いて

わかりやすく説明されています。実際にあった市議

会ストーリーとして、小・中学校トイレの洋式化の経

緯がマンガ仕立てで紹介されています。大人が見

てもためになる内容だと思います。

　このキッズページは、市議会の活性化を図り時代

に適応させる「議会改革」の一環でもあります。鎌

ケ谷市議会は平成19年度から様々な改革を進めて

います。主なものでは4常任委員会を3常任委員会

へ再編成（同21年）、議員定数を27人から24人に

削減（同23年）、インターネット議会中継の実施（同

26年）など。

　さらに令和元年には、千葉県内の市のトップを

切って「通年議会」を導入しました。通年議会とは、

市長の招集により開かれる定例会で会期を5月か

ら翌年4月までの約1年間とし、その間の会議は

市議会の判断でいつでも開けるというものです。

災害など緊急時でも市議会が臨機応変に対応で

きるようになりました。

　鎌ケ谷市を含め地方の政治は、住民が首長と議

会議員を選ぶ二元代表制で成り立っています。首

長（執行部）と議会という二つの代表が対等に向

き合い協力することで地方行政は円滑に進みま

す。議会は執行部の仕事をチェックし、最終的に

予算や条例などを決定する重要な役割を担ってい

ます。

　しかし、住民の議会への関心は高いとは言えな

いようです。以前、新聞記者として多くの地方議会

を取材しましたが、たびたび議員から「有権者の

議会への関心は、執行部への関心に比べると低

い」という声を聞きました。議会は堅苦しくなじみ

が薄いとの印象を持たれているのかもしれませ

ん。でも、実際は住民の身近な問題を率直に話し

合う開かれた場です。機会があれば会議（一般質

問）を覗いてみてください。

　議場で傍聴するもよし、インターネットで視聴す

るもよしです。インターネット中継は市議会ホーム

ページから視聴でき、過去の一般質問（令和元年5

月会議以降）の視聴も可能です。市の現状や課題が

理解できるうえ、各議員の考え方や個性も垣間見

えて興味深いですよ。

（市魅力発信アドバイザー）

　自殺は、原因やきっかけはさまざまでも、その多くは何ら

かの悩みや問題によって、心理的に追いつめられた末の死

です。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、今後

の生活に不安を感じる人も多くなっています。市内では、自

殺者は男性が女性の約2倍であり、主な原因は失業をきっか

けとした生活苦や、近隣関係や家族間の悩みとなっています

（平成27年〜令和元年の自殺対策推進室の統計より）。

　「ゲートキーパー」とは、悩んでいる人に声を掛け、話を聞

き、必要な支援につなげて見守る人のことです。資格は必要

ありません。

　大切な人が悩みを抱えていることに気づいたら、まず声

を掛けてみましょう。話を否定したり、安易に励ましたりせ

ず、じっくり話を聴き、相談窓口を紹介しましょう。

支援情報検索サイト

◀市議会キッズページ

「自殺対策強化月間」
問健康増進課☎445・1405

「ゲートキーパー」になりませんか？

●よりそいホットライン（24時間対応）☎0120・279・338

　（フリーダイヤル）

●千葉いのちの電話（24時間対応）☎043・227・3900

※健康増進課（総合福祉保健センター1階）や公共施設に設

置している「さまざまな相談窓口」のチ

ラシもご活用ください

※さまざまな支援方法を検索できる

　「支援情報検索サイト」も併せてご

　利用ください

3月は

各種相談窓口

寄せられた善意
～ありがとうございました～

●髙橋陵二さんから郷土資料館用備品として車いすを
（財政室）

●花光翔太さんから小学校へ絵本「ともだちになった日」を

（教育総務課）

●鎌ケ谷市ダンススポーツ協会から福祉のために4,000円を

（市社会福祉協議会）

令和4年（2022年）3月15日号広報広報市政情報・お知らせ2



問環境課☎445・1227

この植物知っていますか？この植物知っていますか？

外来生物
市内の

　近年、プラスチックごみによる海洋汚染が世界的に問題

視されています。

　鎌ケ谷市は海に面していませんが、ポイ捨てされたごみ

は、風に飛ばされたり大雨で流されたりすることで、川に入

り、やがて海へ流れていってしまいます。

　このまま何もしなければ2050年までに海洋中に存在

するプラスチックの量が魚の量を超過すると予測されてい

ます。

　一人一人が身近な問題としてとらえ、できることから取り

組んでいきましょう。

　「ちょっとの時間だから」「1台だけなら」「スペースがあるから」と路

上に自転車などを放置すると、通行を妨げたり、緊急車両の活動に支

障を来したりします。

　市では、市内6駅周辺に自転車等放置禁止区域を定め、条例に基

づき放置自転車などの撤去・移送を行っています。

◆新鎌ケ谷駅

　新鎌ケ谷一丁目、二丁目、三丁

目、および四丁目とその区域に

隣接する道路および北口付近を

中心に半径300ｍ以内

◆鎌ケ谷駅

　駅を中心に半径300ｍ以内

◆くぬぎ山駅、北初富駅、初富

駅、鎌ケ谷大仏駅

　駅を中心に半径200ｍ以内

　令和3年の詐欺被害は合計42件、総額約1億3,564万円（昨年同時期＋1件、＋約4千万円）と

なっており、市内でも「電話de詐欺」の予兆電話が急増しています。

　犯人は、皆さんの心の動揺につけ込み、言葉巧みにお金をだまし取ろうとします。電話でお金、

キャッシュカード、暗証番号の話が出たら詐欺です。親族からの電話も、一度切ってかけなおしま

しょう。また、在宅中でも常に留守番電話に設定し、相手の声を聴いてから電話に出ましょう。

　親族を名乗る者から、「会社のか

ばんを無くした」「連帯保証人になっ

て返済金が必要だ」と電話があり、

被害者を不安な気持ちにさせ、「すぐ

にお金が必要だ」と言いATMや手渡

しでお金をだまし取る手口。

●電話de詐欺相談専用ダイヤル☎0120・494・506（フリーダイヤル）

●鎌ケ谷警察署☎444・0110

※「電話de詐欺」は、特殊詐欺の実態を周知するため平成27年8月か

ら使用している県独自の広報用名称です

　外来生物とは、「もともとその地域に生息していなかったが、人間

によって他の地域から移動させられた生物」のことです。環境省で

は、海外からの外来生物のうち、農林水産業、人の生命・身体、生態系

に被害を及ぼすものを「特定外来生物」として指定しており、飼育・栽

培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入が原則として禁止されています。「特

定外来生物」に指定されていなくても、その地域在来の生物へ大き

な影響を与えることがあるため、その扱いには注意が必要です。

鎌ケ谷市に生息する代表的な外来生物

オオキンケイギク

●ごみのポイ捨てをしない

●屋外で出たごみは家に持ち帰って処分する

●必要のない包装やレジ袋は断る

●マイ箸やマイバッグ、マイボトルなど繰り返

し使用できるものを使う

※その他取り組み事例などは、市

ホームページで紹介しています

アメリカオニアザミ

オレオレ詐欺
　警察官や銀行協会職員、市役所の職員などを名

乗り、「あなたの口座が悪用されている。キャッシュ

カードを交換する必要がある」「医療費の還付金が

ある。こちらで手続きをするからキャッシュカード

を預かる」などと言い、暗証番号を聞き出しキャッ

シュカードや通帳をだまし取る手口。

預貯金詐欺

ナガミヒナゲシ

さあ、できることからはじめようさあ、できることからはじめよう

駅周辺の放置自転車などを
撤去・移送します

電話de詐欺の被害が急増中！電話de詐欺の被害が急増中！海洋プラスチックごみ問題

問道路河川管理課☎445・1457

わたしたちにできる取り組みわたしたちにできる取り組み

リサイクル情報

※品物の交渉は当事者間で行って

ください

※連絡先はクリーン推進課に電話

または市ホームページからお問

い合わせください

問クリーン推進課

　☎445・1223

●ベビーベッド

　無料で。取りに行きます。

探しています

自転車等放置禁止区域

保管場所市制記念公園入口脇の北総鉄道

高架下

返還日時●（火）・（木）＝10時〜19時

　　　　●（日）＝9時〜15時

　　　　※祝日、年末年始、8月11日〜8

月15日を除く

持ち物▶住所・氏名が確認できるもの（免
　　　　許証・保険証・学生証など）

　　　▶自転車、原動機付自転車の鍵
　　　▶移送・保管手数料（自転車＝

2,000円、原動機付自転車＝

3,000円）

連絡先 上記の返還日時内に☎090・

1463・6656

撤去・移送した自転車などについて

　詳しくは、市ホーム

ページをご覧ください

問クリーン推進課☎445・1223

電話でお金・キャッシュカード・暗証番号の話が出たら詐欺です電話でお金・キャッシュカード・暗証番号の話が出たら詐欺です

よくある手口

詐欺かなと
思ったら

市ホームページ

問安全対策課☎445・1285

　5月から7月にかけて、コスモス

に似た黄色の花を咲かせます。花

びらの先端はギザギザで、四つか

ら五つに分かれています。

　あまりの強靭さのために一度定

着してしまうと在来の野草の生育

場所を奪い、周囲の環境を一変させてしまうため、「特定外

来生物」に指定され、生きたままの運搬や栽培、譲渡などが

原則として禁止されました。

　7月から10月に

かけて開花します。

アメリカオニアザミ

は、「生態系被害防

止外来種」に指定さ

れており、堅く鋭い

とげで茎全体が覆われており、不用意に触

ると危険です。繫殖力が強く、他の植物の
生育場所を占領する可能性もあります。

　4月から5月にか

けて、道路の植え込

みや庭などに咲いて

いるオレンジ色の小

さな花です。「特定

外来生物」に指定さ

れていませんが、繁殖力が強く、日本古来の

植物の生態系などへ悪影響を及ぼすといわ

れています。

市ホームページ

市ホームページ
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電話de詐欺に注意！常に留守番電話に設定して詐欺被害を防ぎましょう
　詐欺かな？と思ったら電話ｄｅ詐欺相談専用ダイヤル☎0120・494・506に相談を



情報ひろば
※新型コロナウイルス感染症の状況

　により、イベントなどが変更・中止

　となる場合があります

　社会福祉施設などへの就職希望者

と、求人のある社会福祉施設・事業所

の採用担当者との個別面談や福祉職

場に関する相談などを行います。

時①4月23日（土）13時〜16時

　②5月21日（土）13時〜16時

　③6月25日（土）13時〜16時

　※いずれも12時30分から受け付け

所①＝京成ホテルミラマーレ6階

　②＝柏の葉カンファレンスセンター 

ホテル＆レジデンス棟2階

　③＝ホテルウェルコ成田本館3階

他履歴書およびスーツ不要

問県福祉人材センター☎043・222・

1294

福祉のしごと就職フェアinちば

　愛護動物の虐待・遺棄に対しては、

次のような罰則が科せられます。

●虐待したり捨てたりすると、最大で

1年の懲役または100万円の罰金

●殺傷すると、最大で5年の懲役また

は500万円の罰金

他虐待・遺棄を見かけたら最寄りの保

健所、動物愛護センターまたは警察署

までご相談ください

問●習志野保健所☎047・475・

5154

　●県動物愛護センター☎04・

7191・0050

愛護動物の虐待・遺棄は犯罪です

　例年実施している、春休み期間の自

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、状況を考慮し

て判断します。

問契約管財課☎445・1092

春休みの自習室開放を中止します

　桜の開花時期に合わせた市制記念

公園の開園時間の延長は、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。開園時間は、通常どおり9時

〜17時です。

公園・児童遊園　利用のお願い

　花見の時期は多くの来園者が予想

され、「密集・密接」となる可能性が高

くなります。混んでいる時間や場所を

避けて利用しましょう。また、飲食を伴

う宴会などの利用は控えるようお願

いします（アルコール飲料の持ち込み

は禁止）。

問公園緑地課☎445・1489

桜の開花時期における市制記念公園の
開園時間延長を中止します

　一般国道464号北千葉道路（市川市

〜船橋市間）について、整備効果や完

成イメージなどをパネル展示で紹介し

ます。

時3月17日（木）〜24日（木）

所市役所1階 市民ホール 

他市川・船橋・松戸・白井市および県庁

でも開催します。詳しくは、県ホーム

ページをご覧ください

問道路河川整備課☎445・1449

北千葉道路を紹介するパネル展を
開催

お知らせ・相談

市民文化賞・市民スポーツ賞
　毎年、芸術文化活動やスポーツ活動など、ふるさと意識お

よび文化の高揚に寄与した活動で優秀な成果を収めた高校

生以上の皆さんを表彰しています。今年度の受賞者を紹介

します。（敬称略）

問生涯学習推進課☎446・1111

▶前川 想太　　▶落合 優斗　　▶上島 維葵

　令和3年度関東高等学校体育大会千葉県

予選会 バレーボール競技 第3位（関東大

会出場）

　第74回千葉県高等学校総合体育大会 バ

レーボール競技 第3位

▶河原 昂平

　令和3年度関東高等学校体育大会千葉県

予選会 バレーボール競技 第3位（関東大

会出場）

　第74回千葉県高等学校総合体育大会 バ

レーボール競技 第3位

　春の高校バレー第74回全日本バレーボー

ル高等学校選手権大会 千葉県代表決定

戦 第3位

▶中田 誠也

　令和3年度関東高等学校体育大会千葉県

予選会 レスリング競技 個人対抗戦の部 

92Kg級 第3位

▶上野 志結

　令和3年度関東高等学校体育大会千葉県

予選会 バドミントン競技 女子学校対抗 

第3位

▶佐藤 彩葉

　第74回千葉県高等学校総合体育大会

　女子バスケットボールの部 準優勝

　第74回全国高等学校バスケットボール選

手権大会（ウィンターカップ2021）

　千葉県予選 第3位

▶豊田 茉央

　第25回関東高等学校選抜新人陸上競技

選手権大会 女子1500ｍ 第7位 女子

3000ｍ 第7位

▶西本 有紗和

　令和3年度関東高等学校弓道個人選手権

大会千葉予選会 個人 5位

　令和3年度第40回関東高等学校弓道個人

選抜大会 出場

▶笠川 皓丞　　▶野本 琉空

▶菅野 一貴　　▶佐藤 翔琉

　第69回関東高等学校ラグビーフットボー

ル大会千葉県予選会 準優勝

　第69回関東高等学校ラグビーフットボー

ル大会 出場

　第101回全国高等学校ラグビーフットボー

ル大会千葉県大会 準優勝

▶宮島 涼太朗　　▶清水 暖心

　第74回千葉県高等学校総合体育大会

　男子バスケットボールの部 第3位

▶金田 晴輝

　令和3年度全国高等学校総合体育大会 テ

ニス競技男子団体 準優勝

　第53回千葉県高等学校新人体育大会テニ

ス大会 男子ダブルス 優勝

▶橋間 加歩

　令和3年度関東高等学校体育大会千葉県

予選会 バスケットボール女子 準優勝

▶梅村 尚希

　令和3年度千葉県高等学校新人バドミント

ン大会 団体 第2位 個人ダブルス 第3位

▶岩瀨 永遠

　第100回全国高校サッカー選手権大会 

千葉県大会 第3位

▶齊　 帆夏

　令和3年度関東高等学校体育大会千葉県

予選会 バレーボール競技 準優勝

　第74回千葉県高等学校総合体育大会

　女子団体バレーボール 準優勝

　春の高校バレー第74回全日本バレーボー

ル高等学校選手権大会 千葉県代表決定

戦 第3位

▶浅見 怜央

　第74回千葉県高等学校総合体育大会

　男子団体サッカーの部 第3位

市民スポーツ賞

▶髙木 愛夏

　第45回全国高等学校総合文化祭 書道部門 特別賞

▶皆川 夏月

　第63回千葉県吹奏楽コンクールB部門 金賞

　第27回東関東吹奏楽コンクールB部門 金賞

　第27回日本管楽合奏コンテスト全国大会 A部門 最優秀賞

▶尾原 蓮

　第58回千葉県高等学校ビジネス計算競技大会兼

　第68回全国高等学校ビジネス計算競技大会 千葉県予選会 

電卓団体総合競技 優勝

　電卓個人総合競技 優勝

▶吉村 瑛莉

　第10回日本学校合奏コンクール 2021全国大会グランドコ

ンテスト高等学校の部 金賞

▶近江 麻由　　▶正木 沙也佳　　▶藤枝 真菜

　第21回東日本学校吹奏楽大会 金賞

▶渡邉 咲来　　▶中村 雪乃

　第76回千葉県合唱コンクール 銀賞

▶吉田 澄玲　　▶大内 隆史

　第69回全日本吹奏楽コンクール 金賞

▶宇賀神 七海

　第34回全日本マーチングコンテスト 金賞

▶熊谷 歩夢　　▶松永 花　　▶塩路 七海　　▶渡辺 百葉

　第45回全国高等学校総合文化祭 小倉百人一首かるた部門 

競技の部 第4位

▶吽野 菜々美

　JSEC2020 第18回高校生・高専生科学技術チャレンジ 

審査委員奨励賞

▶伊藤 全記

　演劇人コンクール2021 優秀演出家賞

市民文化賞

県ホームページ

対市内在住・在勤の人で構成されたチーム

時4月10日（日）8時30分から（予備

日4月24日（日））

所東野少年野球場

費1チーム3,000円（当日持参）

申3月24日（木）17時までに、文化・ス

ポーツ課窓口（市役所5階）

※申し込み時に、チーム名とチーム全員

の住所・氏名・電話番号、背番号を記入

他代表者は4月2日（土）10時から生

涯学習推進センターで開催する抽選

会に要出席

問レディースソフトボール連盟 瀬間

☎090・5800・7536

市民ソフトボール大会（一般女子）

スポーツ

問生涯学習推進課☎498・6101

　善意や親切心から良い行いをした青少年を顕

彰し、その活動を称える県の「ライトブルー賞」

を、市子ども会ジュニアリーダースクラブの山崎

千歳さんが受賞しました。

　山崎さんは、平成28年から同クラブに所属し、

子ども会活動の活性化に尽力するとともに、市と

の共催事業である「元気っ子ゼミナール」の企

画・運営にも積極的に携わってきました。 受賞報告で市長を

表敬訪問する山崎さん（左）

子ども会活動の活性化に尽力子ども会活動の活性化に尽力

「ライトブルー賞」を受賞「ライトブルー賞」を受賞
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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



国税専門官（国家公務員）
試験日●1次＝6月5日（日）

　　　●2次＝7月4日（月）〜15日（金）

　　　　のうち指定する日時
受験案内東京国税局・最寄りの税務署・

人事院各地方事務局、人事院ホーム

ページなどで配布

申3月18日（金）〜4月4日（月）に人事

院ホームページから

問松戸税務署☎047・363・1171

陸・海・空自衛隊幹部候補生
種目●一般（大卒程度）　●一般（院卒

者）　●歯科　●薬剤科
申込締切6月16日（木）まで（必着）

※飛行要員希望者は4月14日（木）ま

で（必着）

他受験資格など詳しくは、お問い合わ

せください

問自衛隊柏募集案内所☎04・7163・

6884

ふれあいサービス協力会員

　「ふれあいサービス」は、高齢者や障

がい者、産前産後の世帯で家事などが

困難な人へ、家事支援・介助などを有

料で提供する会員制の福祉サービス

です。自分の時間を誰かのために役立

ててみませんか？研修会参加後に会員

登録ができます。

研修会

時4月7日（木）●10時〜11時

●13時30分〜14時30分

（いずれかの時間を選択）

所総合福祉保健センター

申市社会福祉協議会窓口（総合福祉

保健センター5階)／☎444・2231／

ｆ446・4545

講座・講演

老後を心豊かに過ごす為に！
「安心ですか？老いじたく！」
　エンディングノート・介護・認知症対

策・高齢者施設について学びます。

対市内在住・在勤の人

時4月16日（土）10時〜12時

所中央公民館

定40人（申込先着順）

師NPO法人老いじたくあんしんねっ

と理事長の伊藤弘之さん 

持筆記用具

申3月16日（水）10時から同館窓口／

☎445・2012

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歳〜2歳程度

時4月13日・27日の各（水）10時

45分〜11時・11時15分〜11時

30分（いずれも15分前から受け

付け）

定各3組（申込先着順）

申3月15日（火）10時以降に図

書館本館へ電話

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4月9日（土）15時〜15時30

分（15分前から受け付け）

定5人（申込先着順）

申3月15日（火）10時以降に図

書館本館へ電話

小学生のためのおはなし会

令和4年度 パソコン講座の
受け付けが始まります！

対象市内在住・在勤・在学で、簡単な文字入力とマウス操作ができる人

　　※申込番号1は文字入力などができなくても可

場所まなびぃプラザ3階 研修室2

　　※申込番号3の2日目のみオンライン開催

定員各17人（申込先着順）　講師まなびぃパソコン普及会

持ち物USBメモリー

その他●Windows10、Office2019を使用します

　　　●詳しくは、市民活動推進センターホームページをご覧ください

注意車での来館はご遠慮ください

申し込み各講座1週間前の17時までにまなびぃプラザ☎446・1111／

窓口、または申し込みフォームから

※申込番号3は申し込みフォームでのみ受け付け

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

▶無料太極拳教室
時3月21日・28日の各（月）10時〜12時所くぬぎ山コミュニティセン

ター定10人（申込先着順）申ふれあい太極拳 中村☎090・6520・7768

▶韓国語1日体験教室
内①初級 ②中級時3月14日、4月4日・11日の各（月）9時〜11時30分

所中央公民館定①、②ともに各日3人（申込先着順）申ハングル広場 三原☎

090・7189・6686

▶暮らしに役立つ親子フェスタ
手作りおやつ、おもちゃの販売など。時3月26日（土）10時〜15時所白井市

役所東庁舎問友の会 永田☎090・1803・1317

催し

▶蘭の会
水彩色鉛筆画。時第3（土）10時〜12時所北中沢コミュニティセンター

定10人（申込先着順）入500円月700円申清水☎080・5389・3926

▶ゆうゆう四季の会
施設の草刈りや空き缶回収、車いすなどの福祉体験協力など。対60歳以上

時週1回程度定5人年1,000円申黒木☎443・1234

▶あやめの会
草月流生け花。時第1・3（水）10時〜12時所中央公民館定若干名月2,000

円費花代1,000円申大須賀☎444・2840

会員募集

　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!
〇国民健康保険料　　　　 （第10期）

〇介護保険料　　　　　  （第10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

納期限は3月31日（木）納期限は3月31日（木）

委員を募集します。

対次の要件を全て満たす人

　●市内在住

　●応募日現在満18歳以上（高校生

を除く）

　●男女共同参画に関して広く関心を

持ち、建設的な議論ができる

　●年2回程度開催される会議に出

席できる

定2人
任期5月26日（木）から2年間（予定）
報償会議1回6,800円

他●男女共同参画推進懇話会公募委

員審査基準による選考あり

　●会議時は保育あり（未就学児まで）

申作文「男女共同参画社会を実現する

ために」（800字程度）と、住所・氏名・

性別・生年月日・電話番号を記入した書

面に顔写真を添付して、4月14日（木）

まで（必着）に男女共同参画室窓口／

ゆ〒273-0195／ｍdanjyo@city.

kamagaya.chiba.jp

問同室☎445・1277

男女共同参画推進懇話会委員

　性別にとらわれず、個性や能力を発

揮できる男女共同参画社会づくりを

目指すため、男女共同参画推進懇話会

募集

研修会

費用(返金不可)

1,500円

1,000円

1,000円

1

2

3

パソコン入門

申込番号・講座名

Word2019基礎
前半

4
Excel2019基礎
前半

5
思い出アルバム作り
(Word)

Zoom準備講座

4月11日(月)〜13日(水)

4月26日(火)・27日（水）

5月13日〜 6月10日の各（金）

5月23日（月）・24日（火）

4月14日・21日・28日、 
5月12日・19日の各（木）

日にち

※時間はいずれも13時30分〜16時30分

ひまわりぐみ

対小学校低学年以下

時4月3日（日）11時〜11時30

分（15分前から受け付け）

定3組（申込先着順）

申3月15日（火）10時以降に図

書館本館へ電話

まなびぃプラザ パソコン講座

申し込みフォーム

4,500円
（テキスト代含む）

4,500円
（テキスト代含む）

　市役所に隣接する新鎌ケ谷二丁目公園において、「桜の里親」と協働で

植樹した河津桜が開花を迎え、まち並みを彩り道行く人々に春の訪れを

感じさせてくれます。この河津桜は、平成27年から令和2年までに実施し

た「桜×鎌ケ谷＝魅力アップ事業」において、市民や事業

者・団体からの寄付により植樹したものです。

問公園緑地課☎445・1487

新鎌ケ谷地区の河津桜今年も咲きました！
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「家庭川柳」優秀作品
～ぼく・わたしの大好きな家族～

問生涯学習推進課☎446・1111

金賞

目配せで妹勝たすかるた取り

銀賞

祖母の味美味しい秘訣目分量

つながった祖父母の笑顔オンライン

久しぶり会った祖母との背比べ　

金賞

いつの日か母の上着も借りられる

銀賞

祖母に会い必ず言われる「何年生？」

雪降れば「帰宅命令」父笑顔　

お母さんマスク装着若返る

胡桃沢 仁悠（中部小 6年）

浅野 陽光（鎌ケ谷小 6年）

松林 健心（道野辺小 6年）

林　空羽（道野辺小 6年）

高橋 采奈（第二中 1年）

吉岡 樹斗（鎌ケ谷中 1年）

深井 花都（第三中 3年）

富澤 弥生（第五中 1年）

◆令和4年度北部タウンセミナー    

日時 テーマ

5月6日（金）10時〜12時

5月19日（木）10時〜12時

6月9日（木）10時〜12時

6月23日（木）10時〜12時

7月7日（木）10時〜12時

9月8日（木）10時〜12時

10月6日（木）10時〜12時

10月20日（木）10時〜12時

11月17日（木）8時30分〜16時

12月1日（木）10時〜12時

開講式・オリエンテーション他

「粟野の森」植物観察

笑って元気に「落語」

医療講座「認知症予防」

軽スポーツを楽しむ「バッゴー」

歴史講座「鎌ケ谷の歴史」

健康講座「気軽に元気体操」

医療講座「食を考える」

社会見学

音楽を楽しむ・学習のまとめ・閉講式

◆令和4年度北部シルバーカレッジ

日時 テーマ

5月16日（月）10時〜12時　　

5月31日（火）10時〜12時

6月13日（月）10時〜12時

7月4日（月）10時〜12時　

10月4日（火）8時30分〜17時

10月31日（月）10時〜12時30分

11月21日（月）13時30分〜15時30分

12月5日（月）10時～12時

7月25日（月）10時〜12時

9月12日（月）10時〜12時　

開講式・オリエンテーション・
レクリエーション

地域再発見講座
「鎌ケ谷の歴史と文化財（北部公民館周辺）」

だまされないための暮らし
「高齢者をねらう悪質商法の最新手口」

自分の健康は自分で守る
「転倒防止のための運動」

防災対策「もしもの時に備えて」

認知症予防「みんなで楽しく折り紙を折ろう」

社会見学

軽スポーツを楽しむ「グラウンドゴルフ」

伝統芸能に親しむ「浪曲の鑑賞と体験」

音楽鑑賞・学習のまとめ・閉講式

南部シルバーセミナー
「きらりコース」受講生募集

みんなと一緒に楽しく学び、見聞と人の輪を広げませんか？

問北部公民館☎446・1076

日程下表参照

対象市内在住で、全回受講できる人　※シルバーカレッジは60歳以上の人

定員各36人（多数抽選）　費用保険料・見学料・材料費・昼食代など

その他まなびぃ100対象

申し込み往復はがき（1枚につき1人まで）に希望講座名（タウンセミナーま

たはシルバーカレッジ）と、住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・

返信宛先を記入して、4月4日（月）まで（必着）に北部公民館ゆ〒273-0136

佐津間 631番地、または郵便はがきを同館窓口へ持参

※申し込みは、タウンセミナーとシルバーカレッジのどちらかのみ受け付け

で、重複は不可

※抽選結果は4月中旬に通知

北部タウンセミナー・
北部シルバーカレッジ受講生募集

　家庭の絆を一層深めてもらうきっかけとして、小学校6年生と中学生を対

象に家庭をテーマとした川柳を募集したところ、1,629句の応募がありま

した。その優秀作品を紹介します。（敬称略）

　市制施行50周年を記念して、11月12日に北海道日本ハムファイターズ

ファームマスコットの「C☆B（愛称：カビー）」が1日市長として、市長や粟野

保育園・野菜共進会などを訪問しました。

　C☆B（愛称：カビー）の1日市

長の様子を動画で見ることがで

きます。

応募作品の公開・展示について

　応募作品は、市ホームページで紹介します。

　優秀作品については、学習センター（各公民館）と

イオン鎌ケ谷ショッピングセンターで展示します。

期間3月31日（木）まで

小
学
生
の
部

中
学
生
の
部

問文化・スポーツ課☎445・1531

日時 内容

5月19日(木)14時〜16時

6月2日(木)14時〜16時

7月7日(木)14時〜16時

9月8日(木)9時30分〜15時30分

9月22日(木)14時〜16時

10月13日(木)14時〜16時

11月10日(木)14時〜15時30分

開講式・教養講座

軽スポーツ講座①

元気アップ講座①　

社会見学（バスで市内施設）

軽スポーツ講座②

元気アップ講座②

音楽鑑賞・閉講式

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　　

持ち物

問健康増進課☎445・1393

“1日市長”になった
C☆B（愛称：カビー）を動画で見よう！

北海道日本ハムファイターズファームマスコットの
C☆B（愛称：カビー）が“1日市長”に！

対象

その他
対象医療機関

注意

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、妊婦は健康診査を14回まで、乳児は新生児聴覚検査を1回と、

健康診査を2回まで公費負担で受けられます（一部自己負担あり）。

  　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

日程下表参照　対象市内在住の60歳以上で、全7回出席できる人

場所主に南部公民館　定員40人（多数抽選、新規受講者優先）

費用保険料など　その他まなびぃ100対象

申し込み往復はがき（1枚につき1人まで）に住所・氏名（ふりがな）・年齢・性

別・電話番号と返信宛先を記入して、4月4日（月）まで（必着）に南部公民

館ゆ〒273-0114道野辺61、または郵便はがきを同館窓口へ持参

※抽選結果は4月中旬に通知

問南部公民館☎446・3031

市制施行50周年記念事業

「Fighters Farm

TV」 ホームページ
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　「フレイル」とは、心身の機能が衰えた状態を指します。

　高齢者の健康を守るためには、心臓病や脳卒中などの病気を防ぐ

ことに加え、フレイルを防ぐことが大切です。フレイル予防のために、

次の五つのポイントに注意しましょう！

　　　　　

健康増進課

Point1　食習慣

●肉や魚、大豆製品、卵などのたんぱく質をしっかり

取る

●食欲がないときは、たんぱく質が多い主菜から食べる

●家族や友人などと楽しく会食する時間を取る

Point2　口腔(こうくう)の機能

●毎食後の正しい歯磨き、舌の清掃、義歯の清掃など

で口の中をきれいに保つ

●定期的に歯科医院で歯と口の中の状態を確認して

もらう

Point3　体重の変化

●定期的に体重を量って、体重が減っていないか

チェックする

Point4　運動・転倒

●週に1回40分以上、歩くなどの運動をする

●筋肉量や筋力の維持のために、スクワットなどのト

レーニングを習慣にする

Point5　認知機能

●ウォーキングや筋トレなどの運動や、読書・囲碁・将

棋などで楽しむことで、日頃から脳に刺激を与える

健康だより

フレイル予防で健康寿命

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

3月24日（木）は世界結核デーです
〜結核は過去の病気ではありません〜   

　結核は、今でも全国で年間約11，000人（県内は約600人）が新たに発

症しています。近年の傾向として、全国・千葉県ともに70歳以上の結核患

者が新規結核患者の半数以上を占め、増加傾向にあります。次のことを

意識して、結核の早期発見・早期治療に努めましょう。

●結核の初期症状は風邪とよく似ています。咳・たん・微熱・だるさなど

が2週間以上続くようなら、必ず医療機関を受診しましょう

●職場や学校などの健診や市町村の結核健診の対象者は、必ず受診しま

しょう

問習志野保健所☎047・475・5154

　

　19歳で大学生の娘が「お試し

0円」の脱毛エステのSNS広告を

見て興味を持ち、無料体験に行っ

た。サービスを受けている最中に

「今日限りの割引がある」と別の

プランの勧誘を長時間にわたり

受け、最終的に高額な契約をして

しまった。未成年者契約の取り消

しをしたい。

市消費生活センター かわらばん ⑫消費者トラブルを紹介！

事
例

ア
ド
バ
イ
ス

　未成年者は「制限行為能力者」とされ、法定代理人（親権者、未成年後見人）

の同意を得ずに結んだ契約は取り消すことができます。

　なお民法改正により、令和4年4月1日以降は、成年年齢が「20歳」から

「18歳」へと引き下げられます。飲酒や喫煙、競馬などの公営ギャンブルにつ

いては、これまでどおり20歳未満は禁止ですが、ローンやクレジットカード

の契約は親の同意を得ずに契約できるようになります。

　この民法改正に伴い、18歳・19歳の若者が親の同意を得ずに契約できる

ようになるため、悪質商法の新たなターゲットになる懸念があり、注意が必

要です。契約に当たっては安易にその場で判断しないようにしましょう。

未成年の子どもが高額な契約をしてしまった 問市消費生活センター

　☎445・1246

かわらばん
第12号を読んで、

理解度チェックに挑戦
してみましょう！

問商工振興課☎445・1240

　次のとおり勤続15年以上の従業員として推薦があった6事業所7人が表

彰されました。（敬称略）

◇私市醸造（株）

　本吉勲

◇（株）カツ山建材

　三津田守

◇鎌ケ谷観光バス（有）

　𠮷沢邦彦

◇（有）青山デンキプラザ

　安田圭代

◇（株）IKKON.sp

　田中恵子

◇（株）タイセー

　尾川達也

　松倉まゆみ

忘れずに接種を受けましょう

―
○
○
○
―
○
○
―
○
○
○
○
―
○
○

―
―
―
○
―
―
―
―
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○
○
―
―
―
―

○
○
○
○
―
○
○
―
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
―
○
○
―
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
―
○
○
―
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
―
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
―
―
○
―
―
○
○
―
○
○
○

○
○
○
○
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○
○
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○
○
○
○
―
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
―
○
○
○
○
○
○
○

医療機関名 電話番号 ロタリックス ロタテック ヒブ 小児用
肺炎球菌 Ｂ型肝炎 四種混合 不活化

ポリオ BCG 麻しん・風しん
混合(MR) 水痘 日本脳炎

いそのクリニック

あいざわキッズクリニック

青い鳥こどもクリニック

あおぞらファミリークリニック

大石内科胃腸科医院

片桐内科医院

かまがや診療所

鎌ヶ谷整形外科・内科

鎌ケ谷総合病院

庄司内科医院

白戸胃腸科外科

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

畑医院

三田医院

☎498・5500

☎446・1170

☎441・5457

☎401・2351

☎498・5700

☎446・2000

☎446・3611

☎444・2236

☎498・8111

☎445・9855

☎445・8001

☎498・6661

☎401・3611

☎443・4051

☎444・7122

　令和4年度の市内実施医療機関は下表のとおりです。この他に、県内の医療機関でも接種できます。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

※昨年度以前の表を持っている場合は、予約する実施医療機関を間違えないようご注意ください

問●診療日や予約などについて＝各実施医療機関　●その他＝健康増進課☎445・1390

4年度 乳幼児個別予防接種

永年勤続優良従業員表彰

理解度チェックに挑戦！
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　卓越したテクニックと繊細で多彩な表現で、箏の新たな世界を切り拓く、

若き俊英LEOがきらりホールに初登場！

　大名跡である落語家「金原亭馬生」ゆかりの地で、馬生一門による公

演です。

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4年（2022年）3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▶
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出演LEO（箏）、ロー麿秀（ピアノ）

曲目藤倉大「箏協奏曲」より、伊福部昭「日本組曲」より、沢井忠夫「鳥のように」　他

日時5月22日（日）14時から（13時30分開場）

費用●一般＝3,000円（友の会会員＝2,500円）

　　●中学生以下＝1,200円（友の会会員＝1,000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☎441・3377／窓口

※当日券の購入は窓口のみでの受け付けで、一般料金となります

　貴重な地域資源である、「国史跡下総小金中野牧跡（捕込）」を多くの人に知ってもらい、まちの活性化に

つなげていくため、馬をキーワードとした各種イベントを開催します。

　江戸幕府が、軍用として養成する馬を捕獲・分別

するために作った施設です。江戸時代の軍馬生産

を知る上で重要であるため、平成19年に国史跡と

して指定されました。

自治会の備品などを整備しました
コミュニティ助成事業

　楽しいイベント盛りだくさん！みんなで遊びに来て

ください。

日時4月2日（土）10時〜12時（雨天中止）

場所国史跡下総小金中野牧跡（捕込）

注意●雨天中止などの場合は捕込の入り口に掲

　　　示します

　　●貝柄山公園は会場として使用しません

　　●会場入口で名前・連絡先の記入が必要です

　　●入場人数の制限あり 

演目落語、茶番「忠臣蔵五段目」

日時5月14日（土）13時30分から（13時開場）

場所きらりホール

費用木戸銭として

●前売り券＝１,800円

●当日券（前売り券完売の場合は販売なし）＝

　2,000円

※中学生以下はいずれも800円

注意きらり鎌ケ谷市民会館窓口でのチケット

販売は行いません

その他●全席指定

  　 ●親子席（要申込）に限り未就学児入場可

  　 ●チケットの引き換えは4月18日(月)から開始

　馬と国史跡についての講座と現地見学、保全活動を行います。

日時5月21日（土）13時〜16時

場所 中央公民館 学習室１、国史跡下総小

金中野牧跡（捕込）

定員25人（申込先着順）

講師 JRA競馬学校職員、市学芸員

その他保全活動の参加者には参加賞があり

ます

時間10時〜11時30分受け付け

クイズラリー
コーナー

参加賞
あり

参加賞
あり

時間●10時30分から

　　●11時30分から

とっこめ
丸わかりガイド

4/2 土

5/14 土

5/21土

　次のいずれかの方法で受け付けます。

●国史跡周知普及実行委員会事務局（文化・スポーツ課内)☎445・1528

●電子メールに住所・氏名・電話番号・参加人数を記入してｍbunka@city.kamagaya.chiba.jp

　※（土）・（日）、祝日を除く3日以内に返信メールがない場合はお問い合わせください
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遊びコーナー 「野馬のいた風景」ミニ展示コーナー

六角パズルコーナー とっこめ君の店周知品販売コーナー

 きらり！音楽の宝石箱 きらり！音楽の宝石箱

LEO×CLASSIC ～箏リサイタル～こと

問市民活動推進課☎445・1252

第14回

「とっこめ寄席」と
「とっこめ塾」の

申込方法

住民基本台帳人口      109,789人（前月比-82）
男　54,140人　女　55,649人

世帯数　 51,072世帯（前月比+8）
〔R4.2.1現在〕

　コミュニティ助成事業を活用し、椚高台自治会集会所の机や椅子などの備

品を整備しました。この事業は、（一財）自治総合センターが宝くじの社会貢

献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているもので

す。地域コミュニティ活動の拠点となっている自治会集会所の備品を整備

し、利用しやすい環境を整えることで、地域住民に積極的に集会所を利用して

もらい、地域コミュニティ活動の更なる活性化を図ります。

問文化・スポーツ課

　☎445・1528
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