
新京成線側道などを整備中 令和6年度までにはすべて完成予定

　新京成線連続立体交差事業によって、新鎌ケ谷駅を中心に約3.3kmの区間が、令和元年12月

に全線高架化されました。

　現在、高架工事の際に走っていた仮線路の跡地のうち、約1.9kmの区間（別図参照）では、水道

管などのインフラ工事が済んだ区間や、警察等との協議の整った箇所から、順次道路整備を進め

ております。皆さんも整備中の箇所をご覧になっているのではないでしょうか。

　早いところでは、令和4年度中に整備が完了し、その後令和5年度から令和6年度までには、全

ての道路が供用を開始することができる見込みです。また新鎌ケ谷駅から北初富駅までの新京

成線沿いの緑道（約500m）も今後整備を進め、沿線の利便性の向上を図ってまいります。

鎌ケ谷市長
芝田 裕美

市長メッセージ

10月の集団接種スケジュール

問クリーン推進課

　☎445・1223

問クリーン推進課☎445・1223

　10月は「3R」推進月間です。「3R」とは、「排出抑制（リデュース）」「再利用

（リユース）」「再資源化（リサイクル）」の三つの行動のことです。「3R」を行

い、環境の負担が少なく資源を長く使い続けられる社会を目指します。

　市ではこれに「発生抑制（リフューズ）」、「修理（リペア）」を加えて、「5Re」

の実践を推進しています。

●過剰な包装は断る

●使い捨ての食器や試供品など、不要なものはもらわない

一人一人が 　　     を意識して行動し、
ごみの減量に取り組みましょう

「5Re」

Refuse（リフューズ）

●長く使えるものを買う

●詰め替え品を使用する

●生ごみは水気をよく切り、草木は2〜3日乾燥させてごみに出す

●食べ物を買い過ぎない・作り過ぎない・食べ残さない

●冷蔵庫を確認し、計画的に食材を買う

●バラ売りなどを活用し、食材を買い過ぎない

●冷凍保存などを活用し、食材を使い切る

●料理はおいしく楽しく食べ切る

Reduce（リデュース）

おいしく楽しく食べきろう！

食品ロス削減取り組み例

　10月29日（土）・30日（日）に福太郎アリーナで開催される産業

フェスティバルの会場で、フードドライブを開催します。

　フードドライブとは、家庭で使われていない食べ物を持ち寄り、

それらを地域の福祉団体や施設などに寄付する活動です。家庭に

ある未開封の食べ物を持参してください。

対象乾麺・防災備蓄食・缶詰・瓶詰・レトルト食品・お菓子・飲料・乾

物・調味料など

※医薬品・アルコール類を除く

　10月は「食品ロス削減推進月間」、10月30日(日)は「食品ロス削減の日」です。

　食品ロスとは、本来食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことで、日本国内

では年間およそ520万トン※の食品ロスが発生しています。これは、日本人1人当

たりに換算すると、毎日茶碗約1杯分の食品ロスが発生している計算になります。

　一人一人ができることから、食品ロス削減・ごみの減量に取り組みましょう。

●不要なものは使ってくれる人に譲る

●リサイクルショップ、フリーマーケットを活用する

Reuse（リユース）

●壊れたものは修理して、できるだけ長く使う

Repair（リペア）

●瓶・缶・古紙・古着などの資源になるものを分別して資源ごみに出す

Recycle（リサイクル）
注意次の全ての条件を満たしている必要があります

　　●賞味期限が明記されており、2カ月以上ある

　　●常温で保存が可能

　　●未開封で包装や外装が破損していない
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問ワクチン対策室
　☎446・2601

家庭での 　　　　食べきり
全国キャンペーン
　　　　家庭での 　　　　食べきり

全国キャンペーン
家庭での 　　　　食べきり

全国キャンペーン
家庭での 　　　　食べきり

全国キャンペーン
 おいしい おいしい おいしい  おいしい  おいしい 

フードドライブを開催

5つ5つ5つ5つの「Re」の「Re」の「Re」の「Re」ごみを減らすためのごみごみを減らすためのごみを減らすためのごみを減らすための

ごみになるものは断る

ごみになるものを減らす

そのまま使う

修理して使う

原料として資源化する

※:農林水産省発表 令和2年度推計値

　10月1日（土）〜15日（土）は、毎週（水）〜（日）の週5日実施します。

●ファイザー社製ワクチン＝毎週（水）・(木)・(土)・（日）

●モデルナ社製ワクチン＝毎週（金）

※1・2回目接種(従来型ファイザー社製ワクチン)は毎週（金）の各10時〜10時30分が予約枠です

※小児用ファイザー社製ワクチンは、毎週（日）の各10時〜11時が予約枠です

オミクロン株対応ワクチン接種
　オミクロン株対応ワクチンの接種を行っています。

対象次の条件を全て満たす人

●2回目まで接種が完了している

●前回の接種から5カ月経過している

●12歳以上である

※すでに接種券が届いている場合は、手元の接種券

　でオミクロン株対応ワクチンが接種できます

予約についてのお願い
●予約については、60歳以上の人や基礎疾患

　などを持っている人、医療従事者を優先に

　開始しています

●上記に当てはまらない場合は、10月中旬

　以降での予約にご協力をお願いします

※オミクロン株対応ワクチンは、今年度内に

　1人につき1回接種が可能となる予定です

　すでに接種券が届いている場合は、手元の接種券でオミ

クロン株対応ワクチンが接種できます。新しい接種券は送

付されません。

※1：1回目のみ接種完了の人を除く
※2：発送時期は変更する場合があります

オミクロン株対応ワクチン接種券発送スケジュール

60歳以上の人の発送スケジュール

12～59歳の人の発送スケジュール

前回の接種完了日※1 接種時期接種券の発送時期※2

令和4年5月 9月30日発送済み 10月以降

前回の接種完了日※1 接種時期接種券の発送時期※2

令和4年3月まで

令和4年4月まで

令和4年5月

9月30日発送済み

10月5日（水）発送予定

10月12日（水）発送予定

10月17日（月）発送予定

10月中旬以降

オミクロン株対応ワクチン接種を開始しましたオミクロン株対応ワクチン接種を開始しました
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令和4年（2022年）10月1日号広報市政情報・お知らせ2

　浄化槽法が施行された昭和60年10月1日を記念して、毎年10月

1日は浄化槽の日と定められています。

　浄化槽は、家庭から出る汚れた排水を微生物できれいに浄化し、

河川などに放流する装置です。適正な管理をしないと水が浄化でき

ず、汚れたまま河川に流すことになります。大切な生活環境を守るた

め、次の三つの維持管理を適正に行いましょう。

　装置の点検・調整や、消毒剤の補

填（ほてん）などを行うため、家庭用

の浄化槽は3〜4カ月に1回以上保守

点検を受ける必要があります。県の

登録を受けた保守点検業者へ依頼し

てください。

問契約管財課☎445・1092問高齢者支援課☎445・1384

浄化槽について見直しませんか？

10月1日は浄化槽の日

市ホームページ

問クリーン推進課☎445・1222

保守点検を受ける

　浄化槽内に溜まった汚泥をくみ取

ることで、悪臭の発生や放流水質の

悪化を防止できます。清掃は年1回以

上（全ばっ気方式は6カ月に1回以

上）、市の許可業者に依頼して行って

ください。

清掃を行う

　浄化槽が適正な処理性能を発

揮しているかを確認するため、定

期的な検査を（公社）県浄化槽セ

ンターへ申し込み、年1回必ず受け

てください。

法定検査を受ける 　単独浄化槽やくみ取りトイレから合

併処理浄化槽へ入れ替える場合は補助

金が出る場合があります。

詳しくは、市ホームペー

ジをご覧になるか、お問

い合わせください。

旧第二学校給食センターおよび旧トレーニングセンター

市所有地の活用事業者を募集
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道野辺小
対象物件

統括・総合調整機能

　各センターと情報共有し、困難事例への後方支援や

各事業の調整などを行います。

総合相談支援

　さまざまな相談事に対し、一元的に対応します。必要に応じてケアマネ

ジャーや関係機関などと連携し、支援につなげます。

権利擁護

　虐待や消費者被害の予防と対応をします。成年後見制度など、必要な制度

の案内をします。

包括的・継続的ケアマネジメント支援

　困難事例などへの直接支援、在宅生活の期間が少しでも延ばせるような支

援をします。

地域ケア会議

　個別ケア会議や推進会議を充実させて、個別課題や地域課題の解決を図

ります。

在宅医療介護連携

　住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療と介護の連携を推進します。

認知症支援

　認知症施策の推進を図り、認知症の人が安心して暮らし続けられるように

支援の体制をつくります。

　10月3日(月)から、高齢者支援課地域包括支援係内に「基幹型地域包括

支援センター」を開設します。市内3カ所の地域包括支援センターと連携し、

高齢者の皆さんが住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、より支援体制

を強化します。

高齢者支援課内に
基幹型地域包括支援センターを開設
在宅生活における心配事がありましたらお気軽にご相談ください

主な業務内容

跡地の売却に係る公募型プロポーザル

　旧第二学校給食センターおよび旧ト

レーニングセンター跡地については、企

業誘致の種地など民間活用を図ってい

きます。売却については、周辺地域への

配慮などを条件として、民間事業者か

らの柔軟な活用案を募集するため、公

募型プロポーザルを実施します。

要項配布期間

10月3日（月）〜21日（金）

募集期間10月11日（火）〜11月4日（金）

その他 募集内容など詳しくは、市ホーム

ページをご確認ください

自転車の 代わりに置こう 思いやり

放置自転車の撤去・移送

クリーンキャンペーンクリーンキャンペーンクリーンキャンペーンクリーンキャンペーン
　10月から11月まで、県下一斉の「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」期

間を実施中です。

　自転車やバイクの放置はまちの景観を損ねるばかりでなく、人や緊急車両

の通行を妨げます。「ちょっとの時間だから」「1台だ

けなら」と誰かが置いてしまうと、それをきっかけに

次から次へと放置が増えることもあります。最初の1

台が邪魔でなくとも、増えてしまえば大きな障害物

です。

　皆さん一人一人が「自転車を放置しない」というマ

ナーを守って、放置自転車をなくしましょう。

　市では、条例に基づいて駅周辺の放置自転車などを撤去・移送し保管しています。

返還日時●毎週（火）・（木）＝10時〜19時

　　　　●毎週（日）＝9時〜15時

　　　　※祝日や年末年始を除く

保管場所市制記念公園 駐車場前（北総鉄道高架下）

持ち物●身分を証明できるもの（免許証・保険証など）

　　　●移送保管手数料（自転車2,000円、原動機付自転車3,000円）

注意保管期間を過ぎても引き取りがない場合には、条例に基づき市で処分します

連絡先上記の返還日時に☎090・1463・6656

問道路河川管理課

　☎445・1457駅前放置自転車駅前放置自転車駅前放置自転車駅前放置自転車

市ホームページ

　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

広報かまがやを無料でお届け新聞を購読していない
市民の皆さんへ
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犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える 地域のチカラ

　災害や失業などの特別な理由により著しく収入が減少し、医療機関などで

医療費を支払うことが困難な場合、一部負担金の免除または徴収猶予を受

けられる場合があります。

　学校選択制による入学を希望する学校の申し出を受け付けます。

　小学校の新1年生には就学時健康診断の通知と併せて9月下旬に案内を

送付しました。また、中学校の新1年生には在籍している市内の小学校を通

して、10月上旬までにお知らせします。

対象 令和5年度に小・中学校に入学する新1年生（10月31日時点で鎌ケ谷

市に住民登録があること）

受付期間10月17日（月）〜31日（月）

定員 各小・中学校1クラス相当分（児童生徒数の見込みや学校施設などの状

況により鎌ケ谷小学校、五本松小学校、鎌ケ谷中学校は選択できません）

持ち物●新小学校1年生＝就学児健康診断の通知書

　　　●新中学校1年生＝入学予定通知書

注意 ●学校選択制により入学した兄・姉が令和5年4月時点で在籍する学

校へ入学を希望する場合は、別の手続きが必要です

　　●学校選択制は入学時のみ認められている制度です

　　●期間を過ぎた場合は受け付けできません

　世帯主などが①〜④のいずれかに該当し、⑤・⑥の両方に該当する世帯

①震災・風水害・火災、その他これらに類する災害により死亡した、障がい者

となった、または資産に重大な損害を受けたとき

②干ばつ・冷害・凍霜害などによる農作物の不作、その他これらに類する理由

により収入が著しく減少したとき

③事業または業務の休廃止・失業などにより収入が著しく減少したとき

④上記①〜③に掲げる理由に類する理由があったとき

⑤世帯主などが入院療養を受ける世帯

⑥世帯主などの収入が生活保護基準（生活扶助、教育扶助、住宅扶助）に

1,000分の1,155を乗じた金額以下で、かつ預貯金額が生活保護基準の

3カ月分以下である世帯

問企画政策室☎445・1073

全ての事務事業を対象に行政評価を行いました全ての事務事業を対象に行政評価を行いました行財政運営シリーズ 行財政運営シリーズ

　市では、まちづくりを推進するとともに、業務の効率化や改善に取り組むため、令和3年度に実施した

全ての事務事業を対象に行政評価を行っています。

　市では、右図のように福祉や教育など10の

政策（市が目指す方向や目標）に基づき、33の

施策（政策を達成するための方策）を位置付け、

その施策に基づき、さまざまな事務事業を各部

署で行っています。

　この406の事務事業を対象に、行政評価を

行いました。

　詳しくは、市ホームページを

ご覧ください。

　行政評価で明らかになった課題は、各担当課で検討し改善に取

り組みます。

　評価結果は、計画策定や予算編成などに反映させ、PDCAサイク

ルによる着実な改善につなげていきます。

評価区分

拡大・拡充

精査・検証

縮小・統合

終了・廃止・休止

合計

事務事業数

85

298

9

14

406

備 考 ※

資源（財源・人材・資産）を重点的に配分するもの

資源の配分量を例年程度とするもの

資源の配分量を例年と比較して減少させるもの

資源の配分量を０とするもの

免除

　世帯主などが上記の①〜④のいずれかに該当し、世帯主などの収入が、一部

負担金の免除における基準に1,000分の1,155を乗じた金額以下である世帯

徴収猶予

●上記の①〜④を証明できる書類

●収入が著しく減少したことが分かる書類（給与明細など）

●預金通帳　●被保険者証　●印鑑

申請に必要なもの

来年度入学する新1年生は
入学を希望する学校が選べます

学校選択制の流れ

学校選択を
希望しない

場合

希望数が
受入数以下の場合

希望する学校に決定 居住地に応じた学校に決定

入学通知書が送付されます（5年1月末）

抽選を実施
希望数が受入数以上の場合

当選 落選

学校参観
　10月3日（月）〜7日（金）

希望する場合は、事前に各学校ホームページをご覧ください

期間

学校選択を希望する場合
学務保健室窓口（市役所5階）へ申し出が必要です
　　　 10月17日（月）〜31日（月）
　　　 ※（土）・（日）、祝日を除く8時30分〜
　　　　 17時15分

受付期間

行政評価の結果

10の政策

33の施策

406の事務事業

3年ごとに実施

毎年度実施

市ホームページ評価結果

行政評価の活用

社会を明るくする運動第72回

　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

たことの作品を募集し、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）

●山本実愛　　鎌ケ谷中2年

●染谷日桜莉　第二中3年

●藤田葉琉　　第三中3年

●麻生絢楓　　第四中3年

●今岡俐央　　第五中2年

作文コンテスト 優秀作品受賞者を決定！
問社会福祉課

　☎445・1286

　「社会を明るくする運動」とは、全ての国

民が、犯罪や非行の防止と立ち直りについ

て理解を深めるために行われる運動で、毎

年7月が強化月間です。

医療機関での支払いの免除・徴収猶予を受けられる場合があります医療機関での支払いの免除・徴収猶予を受けられる場合があります

国民健康保険の一部負担金減免制度国民健康保険の一部負担金減免制度
問学務保健室☎445・1501

計画 実行

改善 評価

Plan

Action

Do

Check

事前評価

事後評価

総合基本計画、実施計画の策定 実施計画などを指針に事業執行

行政評価の実施

・数値目標の設定

・事業の優先度決定

・業務内容の決定

・次年度予算の編成

　・当年度予算の執行

　　・組織目標の達成

　　・数値目標の実績測定

　・行政評価表の作成

・評価表の公表

行政活動の振り返り

・事務事業の課題検証

・定員適正化への活用

・人事評価（組織目標など）への活用

問保険年金課☎445・1204

学校選択制

※：今後の方向性(予定)
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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



県事業承継・
引継ぎ支援センター
ホームページ

時11月7日（月）・8日（火）の各9時30

分〜16時30分

所船橋公共職業安定所第一庁舎

申船橋公共職業安定所第二庁舎 専

門援助部門☎047・420・8609

障害者雇用促進就職面接会

　「じぶんの町を良くするしくみ」を

キャッチコピーとして、10月1日（土）〜

5年3月31日（金）で共同募金運動が

全国一斉に行われます。この募金は、

民間福祉活動の財源として、さまざま

な地域福祉のために役立てられます。

問県共同募金会鎌ケ谷市支会☎444・

2231

共同募金（赤い羽根募金）にご協力を

事業承継出張個別相談会

対県内在住者（千葉・船橋・柏市を除く）

時10月22日（土）13時〜16時（1人

40分程度）

所中央公民館

定4人

申（一財）県母子寡婦福祉連合会☎043・

222・5818／ｆ043・225・9177

弁護士による養育費等の無料法律相談

講座・講演

お知らせ・相談

第7回 鎌ケ谷市景観審議会の傍聴
内市景観条例施行に伴う事前協議、届

出などの状況報告

時10月12日（水）14時から

所市役所6階 第1・2委員会室

定5人（申込先着順）

注傍聴前に、日時の変更などがないか

お問い合わせください

申都市政策室☎445・1422

認知症家族教室
　認知症に関する情報が学べる講座

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・交流会、②実際の対応について（事

例あり）・交流会、自宅でできるリフ

レッシュ体操

対市内在住・在勤の人、または他市在

住で鎌ケ谷市民を介護している人

時①＝10月13日、②＝10月27日の各

（木）13時30分〜15時（1回のみの参

加可）

所①＝総合福祉保健センター3階 集

団指導室、②＝市役所地下 団体研修室

定各回15人

申住所・氏名・生年月日・電話番号と

参加希望日を記入して、高齢者支援課

ｆ443・2233／ｍkoureiseikatu

@city.kamagaya.chiba.jp、また

は同課☎445・1384

介護予防についての市民講座
内筋力についての講話、自宅でできる

簡単な体操の実技

対市内在住・在勤で65歳以上の人

時10月19日（水）14時〜15時30分

所総合福祉保健センター3階 デイケ

ア室

定20人

師石川整形外科クリニック院長の石

川宏貴さん、介護老人保健施設しんか

まの理学療法士・言語聴覚士

持飲み物、上履き（滑りにくいもの）
服装動きやすいもの

申高齢者支援課☎445・1384

汚水適正処理構想（原案）の縦覧
　千葉県全県域汚水適正処理構想の見

直しに伴う市の原案の縦覧を行います。

時10月3日（月）〜17日（月）の各8時

30分〜17時（（土）・（日）、祝日を除く）

所下水道課（市役所4階）

問同課☎445・1474

ご存じですか？労働委員会
　県労働委員会では、労働者と使用者

の間で生じた労働関係のトラブルの

円満な解決を目指す「個別的労使紛争

のあっせん」を行っています。

　あっせんは無料で、労働者・使用者

どちらからでも申請できます。

問同委員会事務局☎043・223・3735

　建築基準法では、建物の安全性を確

保し、私たちの生命や健康、財産を守る

ため、建物の敷地や構造などに関する

さまざまな基準を定めています。

　建物を建てる場合は、建築基準法な

どの法令で定める基準や手続きを守

り、適正に工事を進め、工事が完了した

ときは、その建物が法令に基づき安全

なものであるか検査を受けましょう。

　また、改修や用途（使い方）の変更な

どの際には、事前に建築士などに相談

しましょう。

問建築住宅課☎445・1466

10月15日〜21日は違反建築防止
週間

時10月7日（金）14時から

所市役所6階 第1・2委員会室

定5人（申込先着順）

申公園緑地課☎445・1487

第6回 鎌ケ谷市緑の基本計画検討
委員会の傍聴

　10月4日（火）〜11月6日（日）は、図書

館本館3階の第2学習室の供用を停止し

ます。なお、第1学習室は使用できます。

問図書館本館☎443・4946

図書館本館 第２学習室の供用を一
時停止します

　システムメンテナンスのため、戸籍証

明書（戸籍謄（抄）本、戸籍の附票の写し）

のコンビニ交付サービスを停止します。

時10月13日（木）17時〜17日（月）9時

他●市民課窓口横のキオスク端末も

含みます

　●時間は前後する場合があります

問市民課☎445・1187

戸籍証明書のコンビニ交付サービス
を一時停止します

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

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

▶ふれあい太極拳
時月4回（月）所くぬぎ山コミュニティセンター

定10人入1,000円月3,000円申中村☎090・

6520・7768

▶雅び着付会
対女性時毎月第1・第3（木）の各14時30分〜16時

30分所鎌ケ谷コミュニティセンター月2,000円

申小山☎444・6432

▶鎌ケ谷ソフトテニスクラブ
対中学生以上の市民時コートを予約した日のうち

（火）・（土）・（日）、祝日の各13時〜17時所福太郎テ

ニスコート定20〜30人入2,000円年10,000円

（中学・高校生は費用半額）申櫻井☎090・6117・

3557

会員募集
▶デジャヴ展
写真と現代アート。時10月1日（土）〜15日（土）の

各9時〜22時（初日は12時から、最終日は15時ま

で）所東部学習センター問鎌ケ谷市写真クラブ 柴

崎☎443・3001

▶ほほえみカルチャーゆかいな仲間たちコンサート
演奏、歌。時10月9日（日）13時から（12時30分

開場）所東部学習センター定200人（当日先着順）

問ほほえみカルチャークラブ 中山☎412・0824

▶自由アート展
水彩・油彩などの展示。時10月1日（土）〜6日（木）

の各9時〜17時（初日は10時から、最終日は16時

まで）所きらり鎌ケ谷市民会館問鎌ケ谷絵画倶楽

部 手島☎443・0910

催し
▶憲法学習会
対市民時10月7日（金）14時〜15時30分所中央公

民館定40人（申込先着順）費500円申みんなの憲

法 村松☎444・7118

▶アコ研コンサート Vol.19
フォークコンサート。対市民時10月8日（土）13時

から（12時30分開場）所きらりホール定500人（当

日先着順）問アコースティック研究会 富永☎090・

1428・9536

▶日本語の教え方講座（実践編）
対外国人への日本語指導に興味がある人時①10月29

日（土）、11月6日・13日の各（日）13時30分〜15時30

分、②11月19日（土）10時〜12時、③11月26日（土）13

時30分〜15時30分所①＝中央公民館、②③＝まな

びぃプラザ定各15人（申込先着順）費5,000円申鎌

ケ谷日本語サークル 鷹野☎080・6582・5560

　夏休み期間中に、市内の子どもたちから交通安全ポスター・標語コン

クールの作品を募集しました。受賞者は次のとおりです。（敬称略）

　なお、受賞者の作品は、市のホームページに掲載します。

ポスターの部
鎌ケ谷市長賞

鎌ケ谷小3年　中野梨菜

鎌ケ谷警察署長賞

道野辺小2年　小嶋雄飛

鎌ケ谷交通安全協会長賞

五本松小2年　山中詩月

鎌ケ谷地区

安全運転管理者協議会長賞

南部小3年　仁部凜子

標語の部
鎌ケ谷市長賞

東部小5年 伊知地史弥

鎌ケ谷警察署長賞

道野辺小6年　楢嵜葵

鎌ケ谷交通安全協会長賞

五本松小6年　ドゥーリー櫂

鎌ケ谷地区

安全運転管理者協議会長賞

北部小5年　篠宮蒼奈

問道路河川管理課☎445・1457

交通安全ポスター・
標語コンクールの受賞者発表

交通安全ポスター・
標語コンクールの受賞者発表

子育てのヒントに気づく親子セミナー
　音楽に合わせて、親子で触れ合いな

がら体を動かして楽しみませんか？

対未就園児の親子

時10月21日（金）10時30分〜11時

30分

所南部公民館

定15組（申込先着順）

師リトミック研究センター上級資格者

の泉由希子さん

持飲み物、タオル
服装動きやすいもの

他まなびぃ100対象

申南児童センター☎438・5040／窓

口／ｍminamijido＠city.kamagaya.

chiba.jp

内事業承継に関するさまざまな課題

解決に向けたアドバイス

時毎月第3（木）の各10時から、13時

から、14時30分から

所市商工会(南初富)

申相談日の1週間前までに、県事業承継・

引継ぎ支援センター

ホームページのお問い

合わせフォームから

問県事業承継・引継

ぎ支援センター

☎043・305・5272
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かまがや環境フェア2022オンライン

　「おもちゃの病院」のボランティア

が壊れたおもちゃを無料（部品代除

く）で修理します。

時10月8日（土）14時〜16時

所北中沢児童センター

持壊れたおもちゃ・付属品・部品（電池

など）

注預かって修理します

問同センター☎442・2011

　地球温暖化防止やSDGs、環境団体

の活動紹介や環境クイズなど、環境に

ついて楽しく学べるたくさんのコンテ

ンツを用意しています。親子で環境に

ついて学んでみませんか？

時10月1日（土）〜31日

（月）

他オンラインで開催

問環境課☎445・1227

「おもちゃの病院」がやってくる！

双子サロン 双子の親子、大集合！

種目 スキー（大回転・継走）、スケート

（ショートトラック・アイスホッケー）

対次のいずれかの条件を満たし、県大

会レベルの成績などを持っている人

●4月30日以前に鎌ケ谷市に住民登

録をし、引き続き居住している

●県内に居住しており、市内の小・中

学校を卒業した

時5年3月3日（金）〜11日（土）

他最近の成績などにより、市スポーツ

協会が選考します

申大会の成績などを持参して、10月

11日（火）までに文化・スポーツ課窓口

（市役所5階）

問同課☎445・1531

第73回 千葉県民体育大会冬季大会

対市内在住の60歳以上の人、または

シルバー人材センターの会員

時10月13日（木）9時から

所東野少年野球場

定70人（申込先着順）

費300円（保険料など）

申10月3日（月）9時以降にシルバー人

材センター事務局窓口

問同センター☎443・4145

第12回 市民とのふれあいグラウン
ドゴルフ大会

　永年地域文化の振興に寄与した団

体、とりわけ地域の音楽・美術・演劇・

伝統芸能の各4分野の諸団体の活動

に対して助成支援します。
申込期限11月30日（水）まで（消印有効）

他申込方法について詳しくは、同財団

ホームページの募集要項を参照

問同財団☎03・3272・6993

（公財）三菱UFJ信託地域文化財団
2023年度の助成団体

スリランカフェスティバル2022 in
鎌ケ谷

　双子の子どもがゆったり遊べ、保護

者もほっとできるサロンを開催しま

す。双子ならではの悩みを話したり情

報交換したりしながら楽しい時間を過

ごしましょう。

内触れ合い遊び、自由遊び

対未就学の双子と保護者

時10月20日（木）10時30分〜11時

30分

所北中沢児童センター

定5組（申込先着順）

申10月13日（木）9時以降に北中沢児

童センター窓口／☎442・2011、また

は電子メールで件名に「双子サロン申

し込み」、本文に子どもと保護者の住

所・氏名・電話番号、子どもの生年月日

を記入して同センターｍkitanakacom

@city.kamagaya.chiba.jp

問同センター☎442・2011

曲目 ドボルザーク「交響曲第7番」、ブ

ラームス「ハンガリー舞曲集より」、ベー

トーべン「歌劇『フィデリオ』序曲」

時11月20日（日）14時から（13時開場）

所きらりホール

定500人（申込先着順）

申鎌ケ谷フィルハーモニック管弦楽団

ホームページから

問同楽団 清水☎090・9645・3794

鎌ケ谷フィルハーモニック管弦楽団
第32回 定期演奏会

市ホームページ

鎌ケ谷フィルハーモニック管弦楽団
ホームページ

スリランカ
フェスティバル
ホームページ

（公財）三菱UFJ信託地域文化財団
ホームページ

市民文化祭ホームページ

イベント

　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

団体を募集します。

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
報償●草花の植栽を含む愛護活動＝年

間1㎡当たり500円

　　●草花の植栽を除く愛護活動＝年

間1㎡当たり250円

　　※1団体当たり上限10万円

申道路河川管理課窓口（市役所4階）

問同課☎445・1454

道路愛護団体

募集 スポーツ

寄せられた善意 ～ありがとうございました～

●小林朗子さんから地域のために手通公園内にベンチを

（財政室）

問市民文化祭実行委員会事務局（文化・スポーツ課内）☎445・1528

　10月8日（土）〜11月13日（日）に市民の文化・芸術活動の発表の場として、市民

文化祭を開催します。

　素晴らしい発表や見事な作品に触れてみませんか？

絵画展
日時10月8日（土）〜13日（木）の各10時〜17時（最終日は16時まで）

華道展
日時●10月15日（土）10時〜17時

　　●10月16日（日）10時〜16時

手工芸展
日時10月18日（火）〜23日（日）の各10時〜16時（最終日は15時まで）

書道展
日時10月25日（火）〜30日（日）の各10時〜16時

川柳展
日時10月31日（月）〜11月6日（日）の各10時〜17時（初日は13時から、

    最終日は16時まで）

写真展
日時11月3日（木）〜7日（月）の各10時〜17時（初日は12時から、最終日

    は16時まで）

    ※文化祭開催期間中は市ホームページでも作品を公開します

盆栽展
日時11月4日（金）〜6日（日）の各10時〜17時（初日は13時から、最終日

    は16時まで）

注意チャリティ茶会、囲碁大会、および11月6日（日）に開催予定だった民謡

　　大会は開催を中止します

鎌ケ谷市 市民文化祭 検索

第48回 市民文化祭第48回 市民文化祭第48回 市民文化祭
芸術の秋を感じましょう！

きらり鎌ケ谷市民会館（中央公民館）

芸能発表会
日時10月16日（日）11時〜17時（10時30分開場）

ハワイアンダンス発表会
日時10月23日（日）12時40分〜15時40分（12時開場）

市民音楽祭
日時10月30日（日）12時30分〜16時15分（12時開場）

箏・三絃・尺八演奏会
日時11月3日（木）13時〜16時（12時30分開場）

洋舞発表会
日時11月13日（日）15時30分〜19時（15時開場）

注意要観覧チケット（無料）

申し込み市洋舞協会 広瀬☎412・2408

きらり鎌ケ谷市民会館（きらりホール）

市民文化祭の情報や、オンラインでの

鑑賞はこちらから！

　スリランカの文化や味が楽しめるイ

ベントです。健康にまつわるブースも

出店します。

時10月29日（土）・30日（日）の各11

時〜20時

所徳川ワールドダイニング隣の空き地

（新鎌ケ谷1-11-13）

他無料ヨガが11時から

できます

問徳川ワールドダイニン

グ☎446・6252
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●初　小＝ 3日(月)　　●南部小＝ 6日(木)　　●道　小＝11日(火) 

●中部小＝12日(水)　　●鎌　小＝14日(金)　　●北部小＝17日(月)

●五　小＝19日(水)　　●東部小＝24日(月)　　●西部小＝27日(木)

10月の有価物回収

問クリーン推進課☎445・1223

祝日などのごみの収集・自己搬入

　幼児期は、心身の成長が目覚ましく、知的好奇心などが芽生える大切な時期で

す。充実した教育環境の下で、子どもの笑顔と瞳をさらに輝かせてみませんか？

対象満3〜5歳児（平成29年4月2日〜令和3年4月1日生まれ）

申し込み11月1日（火）から（10月から下表の各幼稚園で願書を配布）

注意募集人数や教育内容、日程など詳しくは、各幼稚園へお問い合わせください

※：認定こども園に移行しました。保育園部分の利用を希望する場合は、幼児保育課へお問

い合わせください。認定こども園の保育料は3歳以上は無償、3歳未満は自己負担あり

内ビニールを使った変身グッズの作成

対1人で作業ができる小学生（保護者入室不可）

時10月15日（土）13時30分〜14時30分

師図書館職員　定12人（申込先着順）

申10月1日（土）10時以降に図書館本館へ電話

　在位50周年を迎えたヴィクトリ女王とひとりのインド人

男性との交流を描いた作品。

時10月22日（土）13時30分〜15時30分

所東部学習センター　定15人（申込先着順）

申10月1日（土）11時以降に図書館本館へ電話

　図書館で不用になった図書・雑誌を無料で配布します。

対市内在住・在学・在勤の人

時11月5日（土）・6日（日）の各10時から、11時から、13時から、14

時から、15時から、16時から

定各回40人（1人1回まで。1人につき図書10冊、雑誌12冊まで）

申10月5日（水）10時以降に図書館へ電話

リサイクルブックフェア

創作教室 ザ・チャレンジ 「ハロウィングッズをつくろう！」

　人形劇団「汽車ポッポ」の公演とひまわりおはなし会の読み聞かせ。

対小学校低学年以下

時10月22日(土）11時〜11時45分　定20人（申込先着順）

申10月1日（土）10時以降に図書館本館へ電話

子ども劇場

記載がないものは所図書館本館 問図書館本館☎443・4946

図書館ボード図書館ボード

令和5年度 私立幼稚園児の募集令和5年度 私立幼稚園児の募集

令和5年度私立幼稚園 園児募集

幼稚園名 住所 電話番号

かまがや幼稚園

鎌ケ谷みどり幼稚園

みちる幼稚園

鎌ケ谷ひかり幼稚園

鎌ケ谷ふじ第二幼稚園

わたなべ幼稚園

さつま幼稚園

鎌ケ谷さくら幼稚園

認定こども園 鎌ケ谷

ふじ幼稚園（幼稚園部分）※

中央1-16-3

粟野210

東中沢3-5-1

鎌ケ谷6-7-38

西道野辺12-25

東初富5-25-16

佐津間893

丸山2-11-1

東道野辺5-1-57

443・0929

443・3951

443・7878

443・5295

444・0011

444・0550

445・2114

445・3246

443・4100

問幼児保育課☎445・1363

幼稚園の魅力
専任講師による専門活動の実施

全ての幼稚園がバス通園を実施

　自宅から遠距離にある幼稚園でも、バス通園を

実施しているため幼稚園の選択肢が広がります。

幼稚園にかかる教育料などが無償化

全ての幼稚園で「預かり保育事業」を実施

　朝や夕方など、通常の保育時間外も子どもを預け、幼児教育を受けさせる

ことができます。「仕事の都合で夕方まで保育して欲しい」。そんな家庭の希

望に応えてくれます。

　令和元年10月から入園料と教育料が無償化されました。月額上限は25，700

円です。1カ月の入園料と教育料の合算額が25，700円を超える場合は、差額は

自己負担となります。なお、給食費、バス送迎費などは無償化対象外です。

　また、保育の必要性がある子どもについては、預かり保育についても月額

11，300円まで無償となります。

　通常の教育時間内に専任講師による教育活動

（体操指導や英会話教育など）を実施し、より質

の高い幼児教育を行っています。また、通常の教

育時間外にも専任講師による課外教室（体操・

サッカー・英会話教室・音楽教室など）が充実して

いるので、子どもの個性を伸ばすための選択肢

が広がります。

内容Zoom主催者講座

対象次の条件を全て満たす人

　　●市内在住・在学・在勤で簡単な文字入力ができる

　　●パソコンで使えるメールアドレスを持っている

日時11月16日（水）〜18日（金）の各13時30分〜16時30分

費用1,500円

場所まなびぃプラザ3階 研修室2　定員10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

その他●Windows10、Office2019を使用します

　　　●まなびぃ100対象

注意車での来館はご遠慮ください

申し込み10月21日（金）21時までにまなびぃプラザ窓口／電子メール

まなびぃプラザ パソコン講座
Zoomミーティングに招待してみましょう

申し込み

メールアドレス

第3回 はじめてのスマートフォン体験教室
超入門編・便利編

●収集します・自己搬入できません＝10月10日(月)

映画「ヴィクトリア女王 最期の秘密」 シネマトーク付き上映会

　「興味はあるけど使えるか心配」「持っているけど使い方がよく分からない」

と思っている人、実際にスマートフォンに触って操作してみませんか？スマー

トフォンアドバイザーが分かりやすく教えます。スマートフォンを使っていな

い人もお気軽に参加ください。

対象市内在住・在勤で、全日程参加できる、第1回・第2回の講座に参加していない人

日時10月29日（土）、11月6日（日）の各14時〜16時（全2回）

場所中央公民館 学習室1　定員20人（多数抽選）

講師スマートフォンアドバイザー

その他操作用スマートフォンを貸し出します

申し込み10月2日（日）10時〜17時に中央公民館☎445・2012／窓口

※当選者には10月6日（木）までに連絡します

問中央公民館☎445・2012問まなびぃプラザ☎446・1111
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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

介護者教室 〜認知症について〜
対市内在住・在勤の人（介護をしていなくても参

加可）

時10月20日（木）14時〜16時

所総合福祉保健センター3階 デイケア室

定10人（申込先着順）

師認知症サポート医の畑衛さん

申●西部地域包括支援センター☎441・2007

　●高齢者支援課☎445・1384

国民健康保険に加入している皆さんへ
ジェネリック医薬品への切り替え差額をお知
らせ

　生活習慣病などに関する先発医薬品を使って

いる人で、ジェネリック（後発）医薬品に切り替

えた場合の差額が月額200円以上の人に、その

差額をお知らせするはがきを送付します。この

機会にジェネリック医薬品の使用をご検討くだ

さい。

問保険年金課☎445・1204

　さまざまな悩みや疑問、経験を語り合う交流会で

す。専門職や介護の経験者も参加します。介護者同

士で語り合い、1人で悩まない介護にしましょう。

対認知症の人を介護している家族（認知症の人本人

も可）

時10月12日（水）13時30分〜15時

所総合福祉保健センター3階 デイケア室

定20人程度

申南部地域包括支援センター☎441・7370

第40回 「目の愛護デー」無料電話相談

認知症高齢者をかかえる家族交流会

　県眼科医会会員が目の健康について相談に乗ります。

時10月10日（月）9時〜16時
相談先☎043・242・4271（当日のみ）

問県眼科医会事務局（（火）・（金）のみ）☎04・7186・

7425

高齢者よい歯のコンクール（要予約）
　歯科医師が口腔（こうくう）内を診査の上、

自分の歯が20本以上あった人には、8020

（はちまるにいまる）認定証を授与します。

　8020とは「80歳になっても自分の歯を

20本以上保とう」という運動です。8020を

達成した人はぜひ参加ください。

対80歳以上（昭和17年4月1日以前に生まれた

人）で、自分の歯（かぶせた歯・差し歯も可）が

20本以上あり、過去にコンクールに参加したこ

とがない人

時10月27日（木）13時10分から、14時から

所総合福祉保健センター3階

栄養士による個別相談
　離乳期の子どもから大人まで、食に関する

相談に栄養士が応じます。

時●10月11日（火）・28日（金）の各13時30

     分〜16時30分

  ●10月19日（水）9時〜12時

所総合福祉保健センター3階

定各日3人（申込先着順）

申☎445・1546

認知症早期発見・早期予防プロジェクト
〜楽笑（らくしょう）トレーニングに取り組もう！〜
対市内在住で介護保険のサービスを利用していな

い、全日程参加できる65〜74歳の人

時11月5日・19日、12月10日・24日、1月14日・28

日、2月4日、3月11日の各（土）14時〜16時（全8回）

所まなびぃプラザ

定12人（申込先着順）

持飲み物、タオル
服装運動ができるもの

申高齢者支援課☎445・1384 

主な施設の
休み

●各コミュニティセンター＝下部欄外　●各児童センター＝下部欄外　●社会福祉センター＝毎週

（火）、10日（月）　●図書館＝毎週（月）（10日を除く）、11日（火）、28日（金）　●郷土資料館＝毎週（月）、

11日（火）
!10月のお知らせ

相談名など 日　時 場所／問い合わせ各種相談など（相談は全て無料）

教育相談
まなびぃプラザ２階／ふれあい談

話室☎445・4953
毎週（月）〜（金）13時〜16時

酒害相談

①②まなびぃプラザ　③中央公
民館／鎌ケ谷断酒新生会（飯沼

方）☎443・2557

①16日（日）13時〜15時30分

②20日（木）18時〜20時30分

③25日（火）18時〜20時30分

心配ごと相談

心の相談 予

　センター５階／市社会福祉協議

会☎444・6921（電話相談のみ）

福毎週（水)10時〜14時

毎週（月）・（金）10時〜14時

認知症相談 予
　センター2階／高齢者支援課

☎445・1384

福
11日（火）13時〜15時

精神保健福祉相談 予

　保健所／　保健所

☎047・475・5152

習習

　センター3階／　保健所

☎047・475・5153

習福

　センター3階／　保健所

☎047・475・5152

福 習

11日（火）14時から

27日（木）14時から

障がい相談 予
福　センター４階／なしねっと

☎443・3408（９時〜17時）
25日（火）９時から

思春期相談 予 18日（火）９時30分から

障がい者就労相談 予
市役所1階／障害者就業・生活支

援センターあかね園☎452・2718
20日（木）13時〜16時

就学相談予 市役所／指導室☎445・1518毎週（月）〜（金）９時〜17時
市役所／市民活動推進課

☎445・1274（つながらない場

合は☎445・1141）

市役所など※2／男女共同参画室

☎445・1277（つながらない場

合は☎445・1141）

相談名など 日　時 場所／問い合わせ

行政相談 注 12日（水）10時〜11時

登記・不動産相談 注 17日（月）13時〜16時

毎週（火）13時〜17時

住宅増改築修繕相談注 17日（月）13時〜16時

行政書士相談注 27日（木）13時〜16時

交通事故相談予 21日（金）10時〜15時

13日（木）13時〜15時

市役所2階／消費生活センター

☎445・1246
消費生活相談（予約優先）

毎週（月）〜（金）●10時〜12時

●13時〜16時

市役所2階／わーくプラザ鎌ケ谷

☎445・1240
職業紹介

毎週（月）〜（金）●10時〜12時

●13時〜16時

　センター２階／家庭児童相談室

☎445・1349

福家庭児童相談 毎週（月）〜（金）９時30分〜16時

ひとり親家庭相談 毎週（月）・（火）・（木）９時30分〜16時

青少年相談
（非行関係など）

まなびぃプラザ1階／青少年セン

ター☎445・4307
毎週（月）〜（金）９時〜16時

女性のための相談　 予

人権擁護相談　 予

毎週（水）●9時30分〜12時20

分●13時30分〜14時20分

市役所／まつど地域若者サポート

ステーション☎047・703・8301

就職相談

（49歳以下向け）

予 18日（火）●13時から ●1４時

から ●1５時から

法律相談（弁護士在室）注

　：3日(月)8時30分から予約開始（先着順）　　：要予約　 　センター：総合福祉保健センター　 　保健所：習志野保健所　※1：予約は開催日の2日前まで　※2：場所は予約時にお知らせ　

　　　　　　　　　　　　　 ●北中沢＝24日（月）　　　　　　　　　   ●中央・南・くぬぎ山・粟野＝毎週（日）、10日（月）　●北中沢＝毎週（日）、10日（月）・24日（月）

福 習注 予

各児童センターの休み各コミュニティセンターの休み

※1

令和4年度 高齢者のインフルエンザ予防接種
対象次のいずれかに該当する人

●接種当日に満65歳以上

●60〜64歳で心臓・腎臓・呼吸器などの

内部疾患のため身体障害者手帳1級を

持っている

期間 5年1月31日（火）まで（指定医療機

関の休診日を除く）

接種回数1回　費用1,000円

持ち物 健康保険証・身体障害者手帳など

の本人確認書類

その他やむを得ない事情により市外で接種

を希望する場合は、お問い合わせください

問健康増進課☎446・5100

市内指定医療機関

利用者のみ　　 要予約

※1：かかりつけ以外は要予約

※2：かかりつけ以外は要相談

医療機関名 電話番号

初富内科医院

初富保健病院

畑医院（小児科）

原沢外科内科整形外科

堀江皮膚科医院

まこと医院

三田医院

みちのべクリニック

道野辺診療所

たちケアクリニック※2

のむらファミリー
クリニック※1

468・8103

442・0811

443・4051

443・8226

445・9888

489・1899

444・7122

446・5957

446・3307

497・8214

401・3611

利

利

医療機関名 電話番号

あおぞらファミリークリニック

秋元病院

いそのクリニック

飯ケ谷内科クリニック

石川整形外科クリニック

うらわ整形外科

大石内科胃腸科医院

片桐内科医院

かのう内科クリニック

かまがや在宅診療所

かまがや診療所

鎌ヶ谷整形外科・内科

アクロスモール新鎌ケ谷
クリニック

401・2351

446・8100

498・5500

445・8881

441・8818

441・7888

498・5700

446・2000

446・7122

436・8300

446・3611

444・2236

401・1171

利

予

予

医療機関名 電話番号

鎌ケ谷総合病院

鎌ケ谷メディカルクリニック

くぬぎ山内科医院

はもれびクリニック

さいきクリニック

さらしな耳鼻咽喉科クリニック

庄司内科医院

白戸胃腸科外科

シルバーケア鎌ケ谷

新鎌ヶ谷駅前クリニック

新鎌ヶ谷北口クリニック

第２北総病院

東邦鎌谷病院

中川内科胃腸科クリニック

498・8111

401・8282

047・388・5931

401・1986

439・3929

443・3346

445・9855

445・8001

441・2005

441・3336

401・3376

445・5552

445・6411

498・6661

利

利

予

予

定各10人（申込先着順）

申10月14日（金）までに☎445・1394
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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4年（2022年）10月1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▶

8

住民基本台帳人口      109,704人（前月比-26）

男　54,070人　女　55,634人

世帯数　 51,446世帯（前月比+4）
〔R4.9.1現在〕

今年の中心は西部地区！
ロゲイニングカードで知る私たちの

街・鎌ケ谷市

　地域を紹介した冊子をヒントにロゲイニングカードに書かれた「お

題」を探して市内を散策します。カードの「お題」は市の歴史・自然環

境・防災情報など、市を知るために不可欠なものが書かれています。

「お題」に即した場所をいくつ見付けたかで得点を競い、高得点者に

は賞品があります。

    市内に在住・在勤・在学の人で構成する2〜5人の

    グループ

    10月30日（日）

    ●午前の部＝9時〜11時30分

    ●午後の部＝14時〜16時30分

    西部小学校

    各20組

       10月21日（金）までに市ホームページの申し込みフォームから

問●千葉商科大学学部事務課☎047・382・5205

　●市民活動推進課☎445・1274

対象

場所
定員

日時

申し込み

いろいろなジャンルのダンスを経験してみよういろいろなジャンルのダンスを経験してみよう
問きらりホール☎441・3377

D-party D-party 

～き
らりダンスパーティ～～き
らりダンスパーティ～
ダンスワークショップ

　ダンスワークショップを経験して、最終日はダンサーとして出演し

よう！1回でも全ジャンルでも参加でき、子どもから大人まで誰でも

参加できます。

ツカサさん

MINAさん

Yukiさん

　かつての和風建築では、ふすまを作成するときの下張りに古文書の反故

（書き損じた）紙を使用することがありました。当時の人たちにとって、反故

となった古文書は不用なものと考えられていたのでしょうが、現在の私た

ちにとっては、近世から近代にかけての歴史を知る上でかけがえのない史

料となることがあります。市内でもそのような事例がいくつか確認されて

います。

　市域を含め、多くの下張り文書に関わった第一人者から、貴重な歴史資

料が復元できた事例をもとに、隠されていた歴史をひも解きます。

　　市内在住・在勤・在学の人

　　10月30日（日）14時〜16時

　　まなびぃプラザ 研修室1

　　50人（多数抽選）

　　昭和学院中学校・高等学

校教諭の神山知徳さん

　　　　10月14日（金）17時

までに郷土資料館☎445・

1030／ｆ443・4502

※抽選結果は10月18日（火）

　までに連絡します

※この講演会は3月13日に中

　止したものです

南部公民館オータムコンサート
マンドリンコンサートマンドリンコンサート

申し込み

講師
定員
場所
日時
対象

歴史講演会Ⅰ
ふすまの下張りに隠されていた地域の歴史

問郷土資料館☎445・1030

タップダンスタップダンス
    12月13日（火）17時〜19時

    ツカサさん

日時
講師

ヒップホップダンスヒップホップダンス
    12月15日（木）17時〜19時

    MINAさん

日時
講師

チアダンスチアダンス
    12月16日（金）17時〜19時

    Yukiさん

日時
講師

    ●リハーサル＝12月17日（土）

    ●本番＝12月18日（日）

日時

ダンスショーケース
～言葉はいらないダンスパーティ～
ダンスショーケース
～言葉はいらないダンスパーティ～

    各30人（申込先着順）

    1レッスン1,000円

      希望者には衣装（Tシャツ）を

販売（1枚1,500円）

       きらりホール窓口／☎441・

3377、またはきらりホールホームペー

ジから

共通事項共通事項
定員

その他

申し込み

費用

申し込み

フォーム

　午後のひとときをマンドリンの

音色でお楽しみください。

　　ロンドマンドリンサークル

　　●「楽しい童謡集」

　　●「見上げてごらん夜の星を」

　　●「古戦場の秋」　他

　　10月22日（土）13時30分〜

15時

　　南部公民館 大集会室

　　80人（申込先着順、要予約）

　　　　9時以降に南部公民館

☎446・3031

出演
曲目

日時

場所
定員
申し込み


	2022年10月1日1P-min
	2022年10月1日2P-min
	2022年10月1日3P-min
	2022年10月1日4P-min
	2022年10月1日5P-min
	2022年10月1日6P-min
	2022年10月1日7P-min
	2022年10月1日8P-min

