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きらりシネマvol.25「焼肉ドラゴン」…3

親子で参加できる「朗読ライブ」…4
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建築物の完了検査を
受けていますか？

きらり音楽の宝石箱⑥上野耕平サクソフォンリサイタル…4

問建築住宅課☎445・1466

問建築住宅課☎445・1466
安心して暮らすためには、建築物が安全であることがと
ても大切です。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。
建築物の新築や増改築などをする場合は、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。
また、
工事完了後に建築物を使用するためには、
完了
検査申請書を提出し検査済証の交付を受ける必要があり
ます。
すでに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。

県建築士会鎌ケ谷支部から相談員派遣の協力により耐震相談を実施します。
対象建築物 市内で昭和56年5月31日以前に木造在来工法・枠組み壁工法などにより建築
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、職員が確認しますのでご連絡ください
日時 9月10日
（土）10時〜13時
場所 東初富公民館
定員 6人
木造住宅耐震改修等
持ち物 住宅の平面図など
補助制度
※手書きで作成したものでも可
耐震改修などに係る費用
※図面の作成が難しい場合は、
職員が希望者宅に訪問して
について最大60万円の補助
図面を作成します
を行っています。詳しくは同
その他 ●1件当たり40分程度
課にお問い合わせください。
●1件につき来所者は1人まで
※対象となる住宅には条件
申し込み 8月22日
（月）までに建築住宅課（市役所4階）
窓
があります
口／☎445・1466／ｍsidou@city.kamagaya.chiba.jp

新 型コロナウイルス感 染 症
8月のスケジュール

毎週（木）〜（日）の週4日実施しています。

全国のコンビニで、マイナンバーカードを使って紙の接種証明書の発行ができます。

9月のスケジュール

毎週（金）
・
（土）の週2日の実施に変更します。
●毎週
（金）
＝モデルナ社製ワクチン
（16日・23日・30日は午後のみ）
●毎週（土）の午前＝ファイザー社製ワクチン
●毎週
（土）
の午後＝モデルナ社製ワクチン、
小児用ファイザー社製ワクチン

市に住民票がある医療従事者など
4回目接種の接種券について

申請フォーム

対象 マイナンバーカードを持っていて、
スマートフォンなどで新型コロナワクチン接種証明書ア
プリを取得することができない、次のいずれかに当てはまる人
●転居により複数の市町村で接種を受けた
●イベントなどで二次元コード付き接種証明書を求められた
●電子ではなく紙での接種証明書が必要である
（
「提示」
ではなく
「提出」
が求められたなど）
●その他（予防接種済証をなくし、施設入所の際に提出を求められたなど）
交付場所 市内のセブン-イレブン
※交付場所は今後拡大予定です
新型コロナワクチン接種証明書アプリは国が
受付・交付時間 8月17日(水)以降の6 時30
公開している専用アプリで、
予防接種法に基づい
分〜23時
て各市町村で実施された新型コロナワクチン接
発行料 120円
（税込）
種の事実を公的に証明することができます。発
※海外用の接種証明書を希望する場合は
行した証明書は国内外で利用できます。詳しく
別途手続きが必要となりますので、
詳しく
は、
デジタル庁ホームページをご確認ください。
はお問い合わせください

新型コロナウイルスワクチン接種の状況

試合 対 読売ジャイアンツ
日時 8月30日
（火）13時から(12時5分開場)
場所 ファイターズ鎌ケ谷スタジアム
費用 当日指定席

●一般＝1,200円から
●4歳〜小学校6年生＝700円から
（4歳未満は無料）
その他 駐車場あり(1台1,000円)

問ワクチン対策室
☎446・2601

新型コロナワクチン接種証明書の
コンビニ交付ができるようになります

新型コロナワクチン集団接種

問文化・スポーツ課☎445・1531
ファイターズ鎌ケ谷スタジアムで
「鎌スタ梨ま
つり」
を開催します。
イースタン・リーグ公式戦が開催される日に
合わせて、
鎌ケ谷特産の梨を先着1,000人にプ
レゼントします。
また、
市ふるさと産品やレザー
小物の販売などを行います。

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

木造住宅の無料耐震相談を受けて
みませんか？

安全・安心に暮らすために

広報かまがや令和4年8月1日号1ページ「新型コ
ロナウイルス感染症」において、
「 市に住民票がある
医療従事者などの4回目接種の接種券について」の
申請フォームに誤りがありました。正しくは右記の
申請フォームです。おわびして訂正します。

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）
N o .13 3 3

市長メッセージ

新型コロナウイルス感染症の感染者拡大に伴い、千葉県では8月4日、
「BA・
5対 策強化 宣言」を出しました。本市の 感 染者数も8月8日現在で、累計で
10,920人に上っており、1月当たりの新規感染者数も、これまで最多だった今
年2月の2,307人を超え、7月は2,417人となりました。
現在、4回目の新型コロナウイルスワクチン接種を進めていますが、65歳以
鎌ケ谷市長
上の方の接種率は8月8日現在で、54.5％と、順調に進んでいます。
芝田 裕美
また、3回目の接種率も、8月8日現在で65歳以上の方は91.7％、全体でも
66.3％と、国や県の平均を超えています。接種がお済みでない方で、接種を希望される方は、予約は
空いていますので、早めの接種をお願いします。
感染拡大の防止には、
皆様のご理解とご協力が不可欠です。
厳しい暑さが続いておりますが、
熱中症にも
気を付けながらエアコン使用時の換気や、
マスク着用など、
感染対策の徹底を、
今一度お願いいたします。

かまがやの梨を応援してください
6月3日の降ひょうにより、鎌ケ谷市中沢地区の梨は甚大な被害を受けました。
しかし、
その中でも、
農家さんは丹精込めて、
とても美味しい
「かまがやの梨」
を育ててくれました。
キズはついてしまいましたが、それを乗り越えた「かまがやの梨」は食べると、どんな困難も乗り
越えられるパワーを貰えるはずです。
皆様も、お近くの直売所にお寄りいただき、甘くてジューシーな「かまがやの梨」をぜひ味わって
みてください。

2 情報ひろば・図書館ボード

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

講座・講演
おくすりセミナー
薬剤師が正しい服薬方法や薬の知
識を分かりやすく解 説します。健 康
チェックや個別相談も開催します。
対市国民健康保険の加入者
時 8月29日（月）14時〜15時30分
（13時30分受け付け）
所市役所地下 団体研修室
定●セミナー参加＝30人
●薬剤師への服薬相談会＝10人
※どちらも申込先着順
持おくすり手帳
申8月26日（金）までに保 険年金 課
☎445・1418、または申し込みフォー
ムから

申し込みフォーム

聞こえない・聞こえにくい人のため
の手話講習会
対市内在住、在勤で18歳以上の人
時 9月6日（火）〜11月8日（火）の毎週
（火）
13時30分〜15時30分
（全10回）
所市役所地下 団体研修室
定20人（申込先着順）
持 テキスト「改訂版手話テキストみん
なで楽しく学ぶ手話」
他テキストがない人は1,200円要持参
申8月31日（ 水 ）までに身 体 障 がい
者 福 祉 セン ター ☎ 4 4 5・15 4 3／
ｍsinsyousentar@city.kamagaya.
chiba.jp

ママ向け防災講座
女性目線で考える「今すぐできる15
の防災」
災害はいつ何が起きるか分かりま
せん。普段から心掛けておくことを女
性目線で考えながら、簡単に揃えられ
る防災グッズなどを学びます。
対 市内在住・在勤の人(子育て中以外
の人も歓迎)
時9月25日（日）10時〜12時
所中央公民館
定40人（申込先着順）
保育 6カ月以上の未就学児、
先着10人
師市認定地域づくりコーディネーター
の伊藤直子さん、甲斐貴子さん
申8月16日（火）10時以降に中央公民
館☎445・2012／窓口
介護に関する入門的研修
介護の基本的な知識や技術などを
学べる研 修です。修了生は市認定ヘ
ルパーとして掃除 や買い物などを中
心とした仕事に就くことができます。
対 市内在住・在勤・在学で全4回参加
できる18歳以上の人
※高校生・介護の資格のある人は除く
時 ●10月12日（水）9時15分〜16時
50分
●10月18日（火）9時30分〜16時
50分
●10月20日（木）9時30分〜16時
10分
●10月31日（月）9時30分〜16時
50分
所 総合福祉保健センター3階 集団指
導室
定20人（申込先着順）
他市認定ヘルパーとして働くには、
市内
の事業所に雇用される必要があります
申10月11日（火）までに（福）稲毛ペコ
リーノ☎043・306・8520

ニコカマフェス2022
開催中止
8月18日（木）に開催を予定していたニコカマフェス2022について、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、中止となりました。
問こども支援課☎445・1320

第十一回

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
問社会福祉課☎445・1286
第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付け
ています。戸籍の取り寄せには時間が掛かる場合があるので、早め
に申請してください。
支給額 25万円(5年償還の記名国債）
対象 戦没者などの死亡当時の遺族のうち、
2年4月1日(基準日）にお
いて、公務扶助料や遺族年金などの受給者（戦没者の妻や父母な
ど）がいない場合で、先順位の遺族1人
請求期限 5年3月31日
（金）まで

広報

「植木剪定
（せんてい）
」
就業体験講習会
対市内在住で60歳以上の人
時9月5日
（月）
・6日
（火）
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8月16日（火）9時以降にシルバー人
材センター☎443・4145
厚生労働省公共職業訓練
介護と障がい者支援の資格講座
介護職員初任者研修課程および同
行援護従業者養成研 修（障がい者支
援）の二つの資格を取得し、介護福祉
業界での就労を目指します。
時 10月3日（月）〜12月28日（水）の
うち、毎週（月）〜（金）の各9時30分〜
16時55分
所 企業組合労協船橋事業団 職業訓
練教室（船橋市）
定16人（多数抽選）
費テキスト代
申 8月26日（金）までにハローワーク
船橋
問 企業組合労協船橋事業団☎ 047・
467・4920

募集
道路愛護団体

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）8 月 1 5 日 号

市社会福祉協議会
一般事務パート職員
業務内容 地域福祉に関する企画や関

連団体との連絡調整など
任用予定日 10月1日
（土）
採用人数 1人
勤務日時 毎週
（火）〜（土）のうち週3日
で各9時〜16時(うち休憩1時間）
勤務場所 中央東地区社会福祉協議会
（東初富公民館内）
報酬等 時給1,040円
申市社会福祉協議会☎444・2231
※面接あり
問同協議会☎444・2231／ｆ446・
4545
福祉作業所友和園 嘱託職員
業務内容 福祉作業所での生活指導・作
業指導に関する業務
採用予定日 10月1日
（土）
採用人数 1人
勤務日時 毎週
（月）〜（金）の各8時30
分〜17時15分(うち休憩1時間）
報酬等 月給176,000円
（その他手当
支給）
申市社会福祉協議会☎444・2231
※面接あり
問同協議会☎444・2231／ｆ446・
4545

市民の歌
市道内の植栽帯に草花を植えたり、
除草などの清掃活動を行ったりする
「きらり鎌ケ谷」CD
団体を募集します。
市民 の 皆さんに 親しま れている 、
対 自治会・商店会・NPO法人・有志な
どの、3人以上で構成する団体
ダ・カーポが歌う市民の歌
「きらり鎌ケ
報償 ●草花の植栽を含む愛護活動＝年
谷」のＣＤを販売しています。
この歌は
間1㎡当たり500円
「きらり鎌ケ谷体操」でも使われている
●草花の植栽を除く愛護活動＝年
ものです。
間1㎡当たり250円
販売場所 広報広聴室
※1団体当たり上限10万円
（市役所３階）
申道路河川管理課窓口
（市役所4階）
販売価格 1枚500円
問同課☎445・1454
問 広報 広聴 室
☎445・1088

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
絵本の読み聞かせ
さくらんぼぐみ
対0〜2歳程度
時9月14日・28日の各（水）10時45分〜11時・11時15分〜11時30分
定各5組（申込先着順）
申8月16日（火）10時以降に図書館本館へ電話
ひまわりぐみ
対小学校低学年以下
時9月４日（日）11時〜11時30分
定10人（申込先着順）
申8月16日（火）10時以降に図書館本館へ電話
いちごぐみ
対小学校低学年以下
時9月3日（土）15時〜15時30分
所東部学習センター1階 学習室1
定3組（申込先着順）
申8月16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
「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9月10日（土）15時〜15時30分
定10人（申込先着順）
申8月16日（火）10時以降に図書館本館へ電話

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
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

持：持ち物

他：その他

注：注意

申：申し込み

広報

情報ひろば・伝言板 3

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）8 月 1 5 日 号

お知らせ・相談
認知症サポーター養成講座
出前講座を受講してみませんか？
認知症サポーターは、認知症の人や
家族を見守る応援者のことで、
「 認知
症サポーター養成講座」を受講した人
が認知症サポーターとなります。
市では、出前講座を開催しているの
で、皆さんも認知症サポーターになっ
てみませんか？
対5人以上の受講希望者がいる団体
時申し込み時にご相談ください
所企業・店舗・自宅などの希望する場所
※開催場所の確保は希望者で行って
ください
問高齢者支援課☎445・1384

新聞を購読していない
市民の皆さんへ

小・中学校合同避難訓練
東日本大震災の教訓を踏まえ、震度
5弱の地震を想定した避 難訓練を行
います。
内 一次避難「シェイクアウト訓練」、二
次避 難「人員点呼および安全確認訓
練」、
「引き渡しおよび集団下校訓練」
時9月2日（金）14時〜16時
他 当日は各学校のホームページに避
難訓練の情報を掲載し、メールを送信
します
問学校教育課☎445・1518
戦没者遺児による慰霊友好親善事業
参加者 募集
対 先の大戦で父などを亡くした戦没
者の遺児
実施地域 マリアナ諸島、
東部ニューギ
ニア、ビスマーク諸島、ミャンマー・タ
イ 、ソロモン諸島 、フィリピン 、マー
シャル・ギルバート諸島、台湾・バシー
海峡、中国（この他に特定地域として、
東部ニューギニア、西部ニューギニア、
ミャンマー）
※詳しくは、お問い合わせください
費10万円
申県遺族会事務局☎043・488・4430

広報かまがやを無料でお届け

広報かまがやは、主に新聞折り込みによりお届けしていますが、新聞を購
読していない市民を対象に、自宅のポストに投函する「ポスティングサービ
ス」を行っています。
申し込み 広報広聴室☎445・1088
注意 宛先変更や配達不要の場合はご連絡ください

その他の
イベントも
チェック

問きらりホール☎441・3377

イベント

中小企業退職金共済制度
国の退職金制度として、掛け金の一
部を国が助成します。
●掛け金は全額非課税で手数料は掛
かりません
●外部積み立て型で管理が簡単です
●退職金資産額などをお知らせします
他 詳しくは ホームページをご 覧くだ
さい
問（独行）
勤労者退職金共済機構☎03・
6907・1234／ｆ03・5955・8211
千葉ロッテマリーンズ 公式戦ご招待
試合 北海道日本ハムファイターズ
対市内在住・在勤・在学の人
時9月12日（月）
・13日（火）の各18時
から（16時開場）
招待席 内野指定席
（フロア4）
所ZOZOマリンスタジアム（千葉市）
定各試合50組100人（多数抽選）
申8月15日（月）10時〜28日（日）22
時に千葉ロッテマリーンズの特設サイ
トで（1組1試合）
問千葉ロッテマリーンズ インフォメー
ションセンター☎03・5682・6341

自然観察講座「鳴く虫の夕べ」
〜粟野の森で鳴く虫の鑑賞会〜
真夏の夜にマツムシ・クツワムシ・キ
リギリスなどの虫が奏でるメロディー
を味わいませんか？
対市内在住の人（小学生以下は保護者
同伴）
時 8月27日（土）18 時30 分粟 野コ
ミュニティセンター集合〜20時30分
所 粟野コミュニティセンター、粟野地
区公園
定15人（申込先着順）
費保険料50円
師粟野の森の会の皆さん
持懐中電灯・水筒・タオル・マスク
他まなびぃ100対象
申 環境課☎445・
1227／申し込み
フォームから
申し込みフォーム

千葉ロッテマリーンズ特設サイト

納期限は8月31日
（水）
〇市・県民税
（第2期）
〇国民健康保険料
（第3期）
〇介護保険料
（第3期）
〇後期高齢者医療保険料 （第2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

きらりシネマvol.25 「焼肉ドラゴン」

!

プ
ッ
ト
ス

ＡＴＭ
振り込め詐欺
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。

たとえ昨日がどんなでも、明日はきっとえぇ日になる。
大阪万博が開催された昭和45年。小さな焼肉店を営む家族の笑い
と涙の感動作。
出演 真木よう子、
井上真央、大泉洋 他
日時 11月11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
©2018「焼肉ドラゴン」製作委員会
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

寄せられた善意

〜ありがとうございました〜

●公益財団法人モラロジー道徳教育財団から保育活動のために絵本を
●千葉ジェッツ佐藤卓磨選手から保育施設のために制作絵本「ぼくはき
りん」を
●鎌ケ谷市認定地域づくりコーディネーター利重和彦さんから感染症対
策のためにアルコール消毒液300本を
（財政室）
●匿名の人から福祉のために10,000円を
●市ダンススポーツ協会から福祉のために11,000円を
●須貝昭治さんから福祉のために10,000円を
（市社会福祉協議会）

伝言板
内容・日時など詳しくは、各団体にお問い合わせください
掲載のきまり

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

催し

▶水墨画無料体験教室
対 女性 時 9月16日（金）13時〜15時 所 くぬぎ山コミュニティセンター
定4・5人（申込先着順）
申水墨画クラブ 佐藤☎445・4127
▶小学生向けソフトテニスの体験会
対市内在住の小学生時8月20日（土）
・26日（金）の各9時〜10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

会員募集

▶初富将棋研修会
時毎週（日）13時〜16時所南初富コミュニティセンター 費●教室=150円
●クラブ（一般対局）= 100円申高橋☎090・2908・2874
▶北千葉道路地下化で街作りの会
内 街作りに関する勉強会対 成人時 毎月第4（火）13時〜16時所 中央公民
館定5人年2,000円申種田☎090・4539・7105
▶鎌ケ谷市更生保護女性会
内 子育て支援・犯罪非行防止活動対 成人女性時 月1回所 まなびぃプラザ
定5人年2,000円申石橋☎090・1257・7110

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

4

広報

令 和 4 年（ 2 0 2 2 年 ）8 月 1 5 日 号

絵本による命の授業
絵本くまのこうちょうせんせいより

き ら り！音 楽 の 宝 石 箱 6

親子で参加できる
「朗読ライブ」

上野耕平
サクソフォンリサイタル

問中央公民館☎445・2012
絵本作家こんのひとみさんの代表作「くまのこうちょうせんせい」の誕
生秘話や、子育て経験をおりまぜたトークショーを開催します。
「くまのこ
うちょうせんせい」の朗読に加え、音楽をお届けします。
また、当日来場した皆さんの匿名のメッセージに即興でメロディーをつ
けて歌唱します。
対象 市内在住・在勤の人
日時 10月2日
（日）14時〜15時30分（13時30分開場）
場所 きらりホール

定員 540人
（多数抽選）

申し込み 往復はがきに郵便番号・住所・申込者全員の氏

名・年齢・電話 番 号、希望人数を記入して、中央公民 館
「親子で参加できる『朗読ライブ』担当」ゆ〒273-0101
富岡1-1-3または申し込みフォームから
※申し込みフォームでの申し込み後、3日以内に返信がな
い場合はお問い合わせください
※抽選結果はメールまたは返信はがきで通知します

中央公民館
ホームページ

問きらりホール☎441・3377

「情熱大陸」
への出演で話題を集め、
世界が絶賛し魅了されたサクソフォン界
の若き開拓者、
上野耕平がきらりホールに初登場！
内容 ●バッハ
「G線上のアリア」 ●トマジ「バラード」
●ビゼー／山中惇史編曲「カルメン・ファンタジーforサクソフォン」
※楽曲は変更となる場合があります
日時 9月18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
●小学生以上入場可
●親子席に限り未就学児入場可
（先着順）
申し込み きらりホール窓口／☎441・3377

女性の就職促進支援事業

健 康・福
康 福祉
祉ボード

女 性のためのパソコン
おしごと準備講座

申 問 宛先の記載のないものは健康増進課
問男女共同参画室
☎445・1277

パソコン検定準2級を取得しよう

パソコン検定準2級を取得して、就職に役立つスキルを身につけたい
と考えている女性のための講座です。
日程 下表参照
（全9回。時間はいずれも9時30分〜12時30分）
対象 市内在住で就職を希望する女性 会場 まなびぃプラザ3階 研修室2
定員 10人
（申込先着順） 費用 テキスト代2,200円
講師 ITアクティブサービス

保育 あり
（要申し込み）

申し込み A4用紙
（縦）に住所・氏名（ふりがな）
・年代・電話番号、応募の

動機（保育申込者は子どもの氏名（ふりがな）
・生年月日も記入）を記入し
て、9月16日（金）まで（必着）に男女共同参画室または男女共同参画推
進センター窓口に持参／同室ゆ〒273-0195
日にち
内容
10月12日（水） ●オリエンテーション ●自己分析のためのワークショップ
10月15日（土） 準2級取得のためのWord講座1

内 栄養士による離乳食についての話
および相談
時9月12日（月）9時15分〜12時45
分（1人30分程度）
所総合福祉保健センター3階
定15人
（申込先着順）
申☎445・1546

10月27日（木） 準2級取得のためのExcel講座1
10月29日（土） 準2級取得のためのExcel講座2
11月10日（木） 準2級取得のためのExcel講座3
11月16日（水） 準2級取得のための一般問題解説およびQ＆A
11月30日（水） 模擬試験およびQ＆A

すこやかライフ講座
病気にならない体調管理と食事

8月15日は戦没者を追悼し平和を祈念する日

問社会福祉課☎445・1286

戦没者の冥福と世界の恒久平
和を祈念して、12時から1分間、
家庭や職場で黙とうを捧げられ
ますようお願いします。

夜間・休日の急病診療▶ ☎445・2300

二次元コードを読み取ることで接続できます
古紙パルプ配合率70%
再生紙を使用

対 過去に肺炎球菌ワクチンを一度も
接種したことがなく、以下のいずれか
に該当する市民
●昭和33年4月1日以前に生まれた
人（郵送で通知済み）
●60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・
呼吸器の疾患またはヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫機能の障がいがあ
妊娠中にも歯科健診をうけましょう
り、身体障害者手帳を所持している
〜無料健診のご案内〜
人
（詳しくは、
お問い合わせください）
内歯科健診・結果説明
他 詳しくは、市から送付した通知をご
時9月15日
（木）
13時から
（完全予約制）
覧ください
所総合福祉保健センター3階
問☎445・1390
持母子健康手帳 申☎445・1394
離乳食の話を聞いてみませんか
（完全予約制）

10月20日（木） 準2級取得のためのWord講座2
10月22日（土） ●準2級取得のためのWord講座3 ●Excel講座初級

戦没者の冥福を祈り
1分間 の黙とうを

10時〜11時30分
所総合福祉保健センター3階 定12人
持筆記用具
保育 あり
（対象は未就学児）
他●まなびぃ100対象
●全回参加者には景品を進呈します
申 各 講 座 開 催 日 の 10 日 前 ま で に
☎445・1546

高齢者肺炎球菌予防接種

マルチ周波数体組成計を使用し基
礎代謝量や筋肉量、体脂肪を測定でき
る他、体調管理や食事について管理栄
養士と確認できます。
内管理栄養士の講義、グループワーク
時9月14日（水）、12月7日（水）の各

火災などの情報▶ ☎445・5251

市ホームページ

かまがや 安心 eメール

トップページに
接続します。

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。

【下総基地の米軍機使用絶対反対】

妊婦歯科健診の様子

子宮がん・乳がん検診無料クーポン
〜届いた人は、内容の確認を〜
対象者へ子宮がん・乳がん検診の無
料クーポン券を送付しました。クーポ
ン券が届いた人は、内容を確認してく
ださい。
対 ●子宮がん検診＝20歳（平成13年
4月2日〜14年4月1日生まれ）
●乳がん検診＝40歳（昭和56年4
月2日〜57年4月1日生まれ）
問☎445・1390

防災行政無線内容▶ ☎0800・800・2760
住民基本台帳人口 109,748人
（前月比-7）
男 54,122人 女 55,626人
世帯数
51,405世帯（前月比+17）
〔R4.7.1現在〕

