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No.
382

遊びにおいでよ！

子育て支援室
問い合わせ

つくってみよう！

子ども支援課
〔☎（７０９３）７１１３〕へ

11/19（火）

11/21（木）

11/22（金）

11/29（金）

OURS子育て支援室

はかってみよう！

11/27（水）午前９時30分〜11時30分

天津小湊子育て支援室

長狭子育て支援室
江見子育て支援室

場所 ＯＵＲＳ子育て支援室
時間 いずれも午前９時３０分〜１１時３０分
内容 身長・体重の計測や発達・栄養の相談。
内容 親子で簡単な工作が楽しめます
計測を希望する方は母子手帳を持参
◎対象はいずれも0歳〜3歳児のお子さんと保護者。予約不要

■発行／鴨 川 市

本

が
ス
ダイ キ！

図書つうしん

大山公民館図書館分室

なかよしひろば おはなし会

〒２９６ ８-６０１
千 葉 県 鴨川市 横 渚１４５０番地
ＴＥＬ０４
︵７０９２︶
１１１１㈹

時間
11/
16（土） 場所

午前10時30分〜11時30分
大山公民館図書室

おはなしひろば
午後１時30分〜
市立図書館

http：//www.city.kamogawa.lg.jp/

ＴＥＬ０４
︵７０９３︶
７８４２
ＦＡＸ０４
︵７０９３︶
７８５０

大山千枚田で夜祭り
里山照らす 癒やしの光

たいまつと4色に変わるLEDキャンド
ル、打ち上げ花火などが幻想的に棚田を
彩りました。LEDキャンドルは来年１月５
日まで設 置。点描に輝く夜の千枚田を、
どうぞ、
お楽しみください。

■編集／経営企画部経営企画課
秘書広報係
ホームページ

対
象 小学校低学年（４歳くらいからどうぞ）
プログラム
▶＜絵本＞こぐまとめがね
▶＜絵本＞ろくべえまってろよ
絵本の読み聞かせや手遊びうたなど。参加費は無料。

えいごのおはなし会

12/
7（土）

サンタクロースはなぜ、
サンタクロースになったのか？

名作とふれあう上映会
時間
12/
8（日） 場所

プログラム
▶＜大型絵本＞はらぺこあおむし
▶＜絵本＞かみひこうき
▶＜絵本＞ねずみのすもう

時間
11/
23（土・祝） 場所

市立図書館〔☎（7092）0312〕

午後1時30分〜
市立図書館集会室

映画鑑賞の楽し
みや本への関心を
より多くの方に
持っていただこう
と、映画作品の上
映と関連書籍など
の展示を行いま
す。入場は無料。予
約不要。

上映作品
サンタクロースになった少年

事故で家族を亡くした少年・ニコラスは、
村人に１年交代で面倒を見られることにな
る。クリスマスイブの晩、その年世話になっ
た家の子どもへおもちゃを置いておくのが
いつしか彼の習慣となった。やがて大工のイ
サッキに引き取られたニコラスは、厳しい修
行の合間にもおもちゃを作り、子どもたちへ
プレゼントを贈り続けた……。

時間 午前10時〜11時
場所 市立図書館

対
象 幼児〜小学校低学年
内
容 市内在住、英語講師のジェ
ナヴィーブ・ワグナーさん（元鴨川市ＡＬ
Ｔ）を講師に英語の絵本で楽しく英語を
学ぶ。空きビンを使った工作も。参加費
は無料

フィンランドアカデミー賞
最高人気賞・最優秀撮影賞受賞作品

８

2019年11月15日号

166億
9,004万
9千円

歳 出

します

民生費
51 億
5,973 万 5 千円
（30.9％）

経常的経費
127 億
726 万 3 千円
（76.1％）
〔うち人件費
33 億 4,986 万 5 千円
（20.1％）〕

投資的経費
17 億 7,882 万
4 千円（10.7％）

総務費
26 億
6,440 万 6 千円
（16％）
教育費
14 億 1,944 万円
（8.5％）
公債費
26 億 2,601 万
1 千円（15.7％）

衛生費
16 億 2,203 万 2 千円（9.7％）
土木費
11 億 1,346 万 8 千円（6.7％）
消防費
8 億 1,300 万 1 千円（4.9％）
農林水産業費
6 億 22 万 3 千円（3.6％）

市では条例に基づいて年２回、財政事情を公表
し、市民の皆さんに納めていただいた税金の使わ
れ方などをお知らせしています。今回は、平成 30
年度の決算状況と平成 31 年度（令和元年度）の予
算の進みぐあい（４月１日～９月 30 日）、市債（長
期借入金）の状況などについてお知らせします。
平成 30 年度一般会計の決算は、歳入総額 171
億 6,006 万７千円（前年度比 3.7％増）、歳出総額
166 億 9,004 万９千円（前年度比 3.9％増）で、差
し引き４億 7,001 万８千円は、次年度（令和元年
度）に繰り越しとなります。このほか、特別・企業
会計の決算状況は下表のとおりです。
詳しくは、市役所１階の市政情報コーナーや市
ホームページでもご覧いただけます。問い合わせ
は、財政課〔☎（7093）7830〕へ。
平成

30 特別・企業会計決算状況
年度
（数字は消費税を含む）
会計名
国民健康保険
特別会計
介護保険
特別会計
後期高齢者医療
特別会計
水道
事業会計
病院
事業会計

歳

入

歳

出

差 引 額

43億5,908万9千円 42億8,861万2千円

7,047万7千円

43億8,995万円 42億7,536万9千円

1億1,458万1千円

4億6,361万8千円

4億6,187万7千円

174万1千円

収益的 15億8,534万3千円 13億2,708万4千円

2億5,825万9千円

資本的

2億8,405万2千円

8億4,127万7千円 △5億5,722万5千円

収益的

8億8,532万7千円

8億5,447万7千円

3,085万円

資本的

7,438万2千円

9,761万3千円

△2,323万1千円

商工費 3 億 8,807 万 5 千円（2.3％） （備考）水道事業会計の資本的収入が資本的支出に不足する額 5 億 5,722 万 5 千円は、過年
度分損益勘定留保資金 1 億 7,305 万 8 千円、減債積立金 3 億 4,982 万 1 千円、当
議会費 1 億 9,596 万 8 千円（1.2％）
年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額 3,434 万 6 千円で補塡した。
病院事業会計の資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,323 万 1 千円は、過年
災害復旧費・労働費 8,769 万円（0.5％）
その他
22 億 396 万 2 千円（13.2％）

万9千円 ↑農業振興費

2億7,180万7千円 ↑観光費

度分損益勘定留保資金 879 万 4 千円、当年度分損益勘定留保資金 1,443 万 7 千円
で補塡した。

1億8,505万2千円 ↑塵芥処理費

2

5億8,241万8千円 ↑消防費

8億1,300万1千円

2019年11月15日号

市の決算
予算特集

市 の家 計 簿 をお知 らせ
平成

令和
年度

市の財産

（9 月 30 日現在）

■土地・・・・・・・・・・・ 857,280㎡

歳 入

元

30 一般会計決算状況
年度

171億
6,006万
7千円

■建物・・・・・・・・・・・ 155,870㎡
■車両・・・・・・・・・・・・・ 203台

市税
43 億 5,294 万 4 千円
（25.4％）

■出資金･債権･積立金・ 69億3,749万3千円

市債

その他
26 億
9,633 万 9 千円
（15.7％）

（長期借入金 ・ 9 月 30 日現在）

■一般会計・・・・・ 184億4,473万4千円
■水道事業会計・・・ 27億4,220万7千円
■病院事業会計・・・・・ 1億8,108万円
■合計・・・・・・・ 213億6,802万1千円

予算の執行状況
会計名
一般会計
国民健康保険
特別会計
介護保険
特別会計
後期高齢者
医療特別会計

水道事業会計

病院事業会計

予

算

（9 月 30 日現在）

額

収入支出済額（割合）

歳入

176億5,152万1千円 79億8,983万1千円（45.3％）

歳出

176億5,152万1千円 71億8,934万9千円（40.7％）

歳入

40億5,307万4千円

歳出

40億5,307万4千円 15億6,290万6千円（38.6％）

歳入

45億3,518万2千円 22億5,458万1千円（49.7％）

歳出

45億3,518万2千円 17億7,826万1千円（39.2％）

19億5,844万円（48.3％）

歳入

4億8,067万8千円

2億1,899万2千円（45.6％）

歳出

4億8,067万8千円

8,872万3千円（18.5％）

歳 収益的
入 資本的

15億5,067万8千円

5億2,338万7千円（33.8％）

3億4,007万8千円

0円 （0.0％）

歳 収益的
出 資本的

15億962万2千円

3億1,420万9千円（20.8％）

9億77万3千円

1億9,994万4千円（22.2％）

歳 収益的
入 資本的

9億4,051万1千円

4億7,403万9千円（50.4％）

14億8,257万1千円

9,670万円 （6.5％）

歳 収益的
出 資本的

9億4,051万1千円

3億7,055万3千円（39.4％）

15億2,323万7千円

1億242万3千円 （6.7％）

地方交付税
44 億
9,280 万 5 千円
（26.2％）

自主財源
70 億
4,928 万３千円
（41.1％）

依存財源
101 億
1,078 万 4 千円
（58.9％）

市債
20 億 2,165 万円
（11.8％）
国・県支出金
26 億
4,512 万 5 千円
（15.4％）

譲与税・交付金
9 億 5,120 万 4 千円
（5.5％）

平成

30

主な事業

年度

↑老人福祉費

14億1,917万円 ↑子ども・子育て支援事業費
↑道路橋りょう費
↑企画費
6億2,778万2千円
5億8,408万7千円

2019年11月15日号

3

3億2,700万

示すもの）
台風 号で被災した
◎どちらの制度が対象にな
住宅一部損壊への支援
るか、 郵送などでお知らせ
します。 その後の手続きは、
台風 号で被災し、 り災
対象となる制度に応じてご
証明により一部損壊と判定
された住宅を修理する場合、 説明します。
損 害 割 合 に 応 じ て 次 の Ⓐ、 ■問い合わせ 都市建設課
被災住宅支援窓口 〔☎ （７
Ⓑいずれかの支援を受ける
０９３） ７８２４〕 へ
ことができます。
Ⓐ応急修理 （損害割合大）
令和２・３年度の
▽対象工事 屋根や外壁な
業者登録
ど日常生活に最低限必要な
電子による当初申請
部分の工事
受付期間を延長
▽支援額
台 風 号 の 影 響 に よ り、
・工事費が１５０万円以下
令和２・３年度入札参加資
の場合、 最大 万円
格審査申請 （当初申請） に
・工事費が１５０万円を超
係る受付期間を次のとおり、
える場合、 超えた額の ㌫
延長しました。
（最大 万円） を上乗せ
■ 受 付 期 間（ 変 更 ）
月
Ⓑ住宅修繕緊急支援事業
日（ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で
（損害割合小）
→ 月 日 （金） 午後５時
▽対象工事 屋根や外壁な
まで
ど日常生活に最低限必要な
◎詳しくは、 千葉県電子自
部分の工事 （工事費 万円
治体共同運営協議会のホー
以上）
ムページをご覧ください。
▽支援額 工事費の ㌫
■問い合わせ 財政課 〔☎
（最大 万円）
■申請 （以下の書類を提出 （７０９３） ７８３０〕 へ
し て く だ さ い ） 申 込 書、
被害を受けた農業用
被害のわかる写真、 り災証
廃ビニールを回収
明書の写し、 資力に係る申
出書 （自らの資力で修理す
台風により被害を受けた
ることが困難である理由を
ハウスの農業用廃ビニール
などを臨時に回収します。
■日程
月 日（ 水 ）・
月９日 （月）
■時間 午前９時から 時
まで
■回収場所 ＪＡ安房鴨川
支店と江見支店の各集荷場
■回収品目
▽農業用廃ビニール＝ハト
目を取り、 つづら折りで小
さく重ね、 登録番号を記載
▽ポリエチレン＝同じ材質
のひもで幅約 ㌢㍍に縛り、
まとめる
▽肥料袋＝袋の上部切れ端
をヒモ代わりにし、 左右２
か所を縛り、 まとめる
▽マイカー線＝同線で幅約
㌢㍍に縛る
▽鉄骨類＝素材ごとにまと
め、 プラスチック類などは
外す
■費用 被害を受けたハウ
スについては無料
■お願い （守っていただか
ないと、 工場で受け入れて
くれません）
▽ビニールとポリエチレン
が混在しないよう、 きちん
と分別してください
▽汚れを落としてください
▽ゴムや金属などの異物を
混入させないでください

※詳しくは、議会事務局
〔☎（７０９３）７８２５〕へ

台風被害を受けた方へ

30

15

館山税務署では、所得税の青色申告決算書や収支内訳書の作成、消費税などの決算
方法について、説明会を開催します。

説明対象者

時間

12 月 4 日（水）

鴨川市役所 7 階会議室

事業所得者

午後１時 30 分～４時

12 月 6 日（金）

法青会館 3 階（館山市）

事業所得者

午前９時 30 分～正午

化体育館２階会議室
■お持ちいただくもの
り災証明書、 台風被害に
より破損した箇所を修繕し
た費用に係る領収書 など
■問い合わせ 館山税務署
個人課税部門 〔☎０４７０
（ ） ０ １ ０ １・ 内 線 ・
〕へ

2019年11月15日号

4

議会だよりの発行は、

控除・減免制度説明会

館山税務署個人課税第１部門〔☎ 0470（22）0101〕へ

■問い合わせ

44

となりました。
25

場

会

程

日

15

29

◎未登録の方は、 印鑑を持
参のうえ、 事前に農林水産
課 〔☎ （７０９３） ７８３
４〕で登録してください（無
料）

26

館山税務署では、 台風
号などで被害を受けた方を
対象に、 所得税・復興特別
所得税を軽減する 「雑損控
除・災害減免制度」 につい
て、 説明会を開催します。
会場では、 その場で計算
書を作成することができま
すので、 今回の台風で被害
を受けた方は、 ぜひ、 ご参
加ください。
■日程
月 日（ 月 ）・
日 （火）
■時間 午前９時 分から
午後３時 分まで
■場所 総合運動施設の文

青色申告決算書の作成などの説明会

22

45

15

11

12 月１日に
延 期
11

30

20

20

20

15

20

50

30

15

11

12

80

11

27

80

11

地域のきずな

加入の申し込みは
お近くの役員へ
入山にご注意を
月 日から狩猟が解禁
15

隣組の加入世帯が減少し
てお困りでしたら、 市民交
流課にご相談ください。 加
入促進のチラシの作成など
をお手伝いします。

現在、 市内には７９５の
月 日 （金） から、 市
「 隣 組 」 が あ り ま す。 加 入
内全域の山林で狩猟が解禁
の申し込みは、 お近くの隣
されます。 期間は来年２月
組の役員までお願いします。
日 （土） までです。
隣組役員の連絡先がわか
入山する際は、 目立つ衣
らない場合は、 市役所２階
服を着用したりラジオをか
の 市 民 交 流 課〔 ☎ ７
けたりするなど、 十分に注
( ０９
３ ７
意してください。
) ８ ２ ２〕 ま で 問 い 合
わせください。
また、 ハンターの皆さん
はマナーを守り、 安全な狩
役員の皆さん
加入世帯が減少して
猟に努めましょう。
困っていませんか？
※詳しくは、 県自然保護課
〔 ☎ ０ ４ ３ （ ２ ２ ３） ２ ９
７２〕 へ

11

15

「隣組」に加入を
皆 さ ん の 中 に は、「 ご 近
所付き合いがなくても、 特
に困っていない」 という方
もいるかもしれません。 た
だし、 このたびの台風で被
災したときに、 地域とのつ
ながりの大切さを実感され
た方も多いと思われます。
災害時には、 隣近所での
救助活動や安否確認が重要
になりますが、 そんな時に
「近所に住む人の顔がわか
らない」 では助け合うこと
ができません。
一番身近で心強い味方と
なる 「隣組」 に加入し、 隣
近所との交流を深めましょ
う。

5
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県生涯大学校の入学生募集
対象 県内在住の60歳以上の方
（昭和35年4月１日以前生まれ）
学部 健 康・生活学部、造形学部
（園芸コース・陶芸コース）、地域
活動専攻科
願書配布 県生涯 大学 校事務局
〔☎043（266）4705〕、福祉課
〔☎（7093）7112〕、県ホームペー
ジ
願書提出 12月27日（金）までに
県生涯大学校事務局（〒260−
0 8 01千 葉 市 中 央 区仁 戸 名 町
666−2）またはふれあいセンタ
ーの福祉課へ

講座・講演会
青少年健全育成推進大会

思いやりのある心を育む教育
日程 11月24日
（日）
時間 午後１時30分〜4時
場所 ふれあいセンター２階コミ
ュニティホール
内容 第１部＝青少年健全育成作
文・標語の表彰・発表。明るい地
域や家庭づくりをテーマに募集
した作文や標語の表彰。優秀作
品については、作品に込められ
た自らの「思い」を受賞者自身の
言葉で発表
第2部（午後2時30分ごろ〜）＝
青少年育成指導者研修会。
「思い
やりのある心を育む教育」をテ
ーマに、公益 財団法 人ボーイス
カウト日本連盟副リーダートレ
ーナーで心理カウンセラーの越
森誠氏による講演
問い合わせ 生涯学習課
〔☎
（709
4）
0515〕
へ。
事前申込は不要

鴨川市公民館まつり
12/14（土）正午〜午後4時
・15（日）午前10時〜午後2時30分
総合運動施設の文化体育館
☆オープニングセレモニー
（14日正午〜）
鴨川吹奏楽団による演奏
☆ゲスト出演
（15日午前11時30分〜）
トロンボーン奏者・近藤孝司さん＆
ユーフォニアム奏者・吉田えりさん

2019年11月15日号

お知らせ

県動物愛護センター（富里市）

しつけ教室、譲渡会

パピークラス
日時 11月20日（水）、12月18日
（水）
午前10時〜正午
※日程は調整可能
（要相談）
内容 子犬の飼い方やしつけ方を
学び、模範的な飼い主を目指し
ます。生後6か月くらいまでの飼
い犬同伴。
受講無料。
要予約
飼い主探しの会
開催日 12月１日
（日）
内容 犬猫の欲しい方、あげたい
方との出会いの場を提供します
受付時間 犬猫の欲しい方＝午前
9時〜9時30分、犬猫をあげたい
方＝午前9時30分〜10時（受付
時間に遅れると参加できません）
犬のしつけ方教室
（実技）
日時 12月１日（日）午後１時〜3
時
（0時30分〜１時受付）
内容 飼い犬同伴の実技講座。受
講料は3,000円。
要予約
犬のしつけ方教室
（基礎）
日時 12月5日（木）午前10時〜正
午
（9時30分〜10時受付）
内容 飼い犬の同伴なしでの基礎
講座。
受講無料。
要予約
一般譲渡会
日時 12月19日（木）午前9時30
分〜正午
受付時間 9時〜9時30分（受付
時間に遅れると参加できません）
内容 センターの成犬や成猫を譲
渡します。参加費は無料。譲渡の
条件について、事前にホームペー
ジなどでご確認ください
◎場所・問い合わせは、いずれも県
動物愛護センター（富里市）
〔☎
0476
（93）
5711〕
へ

見て楽しむ

通信制大学院

合同入学説明会
日程 11月30日
（土）
時間 午前11時〜午後4時
場所 日本大学通信教育部3号館
（東京都千代田区）
内容 働きながら大学院での学び
を希望する方を対象に、希望大
学院の教育内容の説明と学習相
談。参加費は無料。申込不要。入
退場自由
参加校 日本大学・佛 教 大学・聖
徳 大学・東北福祉 大学・名古屋
学 院大学・東 京福祉 大学・日本
福祉 大学・帝 京 大学・九州保 健
福祉大学・星槎大学の各大学院
問い合わせ 公益財団法人私立大
学通信教育協会〔☎03（3818）
3870〕
へ

里親制度説明会
日本中で、保護者の病気や離婚、
または虐待などのさまざまな理由
から家庭で暮らすことのできない
子どもたちがたくさんいます。子ど
もたちを施設でなく家庭に迎え入
れ、愛情をもって養育する制度が
里親制度です。里親になりたい方、
ちょっと知ってみたい方は、気軽に
ご参加ください。
参加費は無料。
日時 12月8日
（日）
午後１時〜3時
場所 君津市生涯学習交流センター
内容 里親制度についてわかりや
すく解説。
体験談や個別相談も
申し込み 子ども家庭サポートセ
ンターちば「オレンジの会」
〔☎
0470
（28）
4288〕
へ

俳句、編み物、浮書絵彫、
てん刻、
ハーブ、ちぎり絵、パンフラワー、ドラ
イフラワー、絵てがみ、七宝焼、欧風刺しゅう、パソコン、竹わら細工、竹
細工、シャドーボックス、着物リメーク、切り絵、押し花、フラワーアレンジ、
水引工芸、着付け、短歌

作品展示の部

尺八、
マンドリン、大正琴、民

みんなで楽しむ 芸能発表の部 謡、コーラス、詩吟、歌謡、フォー
クダンス、太極拳、３Ｂ、フラダンス、大山音頭
※昨年度と会場が変わっていますのでご注意ください。駐車場に限りが
ありますので、なるべく乗り合わせでお願いします。
■問い合わせ 中央公民館〔☎（７０９３）１１４１〕へ

７

ちょっと大きめ

「ついたち市」
日程 12月１日
（日）
時間 午前9時〜午後2時
（雨天の場合は規模縮小）
場所 天津神明宮
内容 フリーマーケットや災害復
興支援コーナー、キッズコーナ
ー、お楽しみ抽選会、ミュージッ
クタイムなど
問 い 合 わ せ 天 津 神 明 宮〔 ☎
（7094）
0323〕
へ

参加者の募集

硬式テニス愛好会
日時 平日週2回午前10時〜正午
場所 一戦場公園テニスコート
内 容 硬 式テニスに 興 味 のある
方、
初心者など歓迎。
参加費など
詳しくは問い合わせを
申し込み 吉田さん〔☎090（272
4）
8118〕
へ

お正月の
「お飾り教室」
日程 12月24日
（火）
・25日
（水）
時間 午後１時〜4時
場所 太海公民館
内容 正月の「お飾り」を作りまし
ょう。ハサミ、座布団を持参。参
加費は500円
（材料代・保険代）
申し込み 11月19日（火）から12月
6日（金）までに太 海公民館〔☎
（7092）
0669〕
へ。
定員各15人

晩秋の房総の山を歩こう
日程 11月30日
（土）
時間 午前9時〜午後3時15分
集合場所 県立鴨川青年の家
内容 地元ガイドの説明を聞きな
とみさん
がら南 房 総 市にある富 山 に 登
り、房総の晩秋 風景を楽しみま
しょう。富山へはバス移動。対象
は小学生以上（小学生は大人同
伴）。参加費は800円（昼
食代・保険代）
申し込み 県立
鴨川青年の家
〔☎
（7093）
166
6〕
へ

川名友里恵＆田中愛実

オール連弾ピアノコンサート
日時 12月８日
（日）
午後2時〜
場所 県立鴨川青年の家
内容 幅広い世代が楽しめる本格
ピアノコンサート。ピアノは通常
ソロですが、2人で演奏すること
により、音の広がりやアンサンブ
ルの楽しさなど、ピアノの魅力を
より感じていただけます。曲目は
クラシックを中心にクリスマスメ
ドレーやディズニー音楽など。ご
年配の方も楽しめます。入場無
料。予約不要。キッズスペースも
あります
問い合わせ manamy175@yah
o o . c o . j p へメールで 。件 名に
「12/8連弾コンサート」と明記し
てください
地域人権啓発活動活性化事業

ヒューマンフェスタin南房総
日程 12月7日
（土）
時間 午後１時〜3時45分
（正午開場）
場所 白浜フローラルホール（南房
総市白浜町滝口6767-1）
内容 「笑う家族に福きたる？」を
テーマに放送作家・鈴木おさむ
氏（南房総市千倉町出身）による
特別講演やトゥルーカラーズに
よるステージイベントなど。定員
500人。
入場無料。
申込不要
問い合わせ
南房総市市民課
〔☎0470
（33）
1051〕
へ
▶放送作家
鈴木おさむ氏

タウン

このコーナーでは、地域の行事や活
動など、皆さんからの情報をお待ちして
います！提供いただける方は、発行日の
1か月前までに経営企画課秘書広報係
へご連絡を。

〔☎（7093）7842〕

イベント・催し物

中央公民館
「音楽の旅」
日時

12月7日(土)午後2時〜
（１時30分開場）
場所 中央公民館
内容 鴨川市出身4人でつくる男
声ボーカルグループ「ＯＧＮ」が
出演。皆さんおなじみの日本の
曲やカンツォーネなど、楽しいト
ークを交えながら歌います。定
員80人。
入場無料
申し込み 中央公民館〔☎（7093）
1141〕
へ
（月曜休館）
鴨川マンドリンクラブ

第6回コンサート
日程 12月8日
（日）
時間 午後１時30分〜
（1時開場）
場所 東条公民館
内容 マンドリンとギターによる
合奏。曲目は「五ツ木の子守唄」
による幻想曲、
「ペルシャの市場
にて」、
「夏の日の恋」、
「もののけ
姫」、ミュージカル名曲集など。
入場は無料
問い合わせ 同クラブの安田さん
〔☎
（7092）
3077〕
へ

新潟県でスキー教室

対象は
市内小学４〜６年生

《日

程 》来年１月１７日（金）午後５時３０分に文化体育館集合・出
発。鴨川着は１９日（日）の午後８時１５分ごろ
《 行 き 先 》新潟県舞子スノーリゾート（バス利用）
《 募 集 人 員 》８０人（定員を超えた場合は抽選）
《 参 加 費 》２万２,０００円（交通費・宿泊費など）、スキー用具・ウェア
のレンタルは別料金
《 申 し 込 み 》学校を通じて配付した所定の申込書に
記入のうえ、１１月２５日（月）までに学
級担任の先生へ提出
《問い合わせ》総合運動施設のスポーツ振興課
〔☎（７０９３）５１１１〕へ

６
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令和元年度

県生涯大学校の入学生募集
対象 県内在住の60歳以上の方
（昭和35年4月１日以前生まれ）
学部 健 康・生活学部、造形学部
（園芸コース・陶芸コース）、地域
活動専攻科
願書配布 県生涯 大学 校事務局
〔☎043（266）4705〕、福祉課
〔☎（7093）7112〕、県ホームペー
ジ
願書提出 12月27日（金）までに
県生涯大学校事務局（〒260−
0 8 01千 葉 市 中 央 区仁 戸 名 町
666−2）またはふれあいセンタ
ーの福祉課へ

講座・講演会
青少年健全育成推進大会

思いやりのある心を育む教育
日程 11月24日
（日）
時間 午後１時30分〜4時
場所 ふれあいセンター２階コミ
ュニティホール
内容 第１部＝青少年健全育成作
文・標語の表彰・発表。明るい地
域や家庭づくりをテーマに募集
した作文や標語の表彰。優秀作
品については、作品に込められ
た自らの「思い」を受賞者自身の
言葉で発表
第2部（午後2時30分ごろ〜）＝
青少年育成指導者研修会。
「思い
やりのある心を育む教育」をテ
ーマに、公益 財団法 人ボーイス
カウト日本連盟副リーダートレ
ーナーで心理カウンセラーの越
森誠氏による講演
問い合わせ 生涯学習課
〔☎
（709
4）
0515〕
へ。
事前申込は不要

鴨川市公民館まつり
12/14（土）正午〜午後4時
・15（日）午前10時〜午後2時30分
総合運動施設の文化体育館
☆オープニングセレモニー
（14日正午〜）
鴨川吹奏楽団による演奏
☆ゲスト出演
（15日午前11時30分〜）
トロンボーン奏者・近藤孝司さん＆
ユーフォニアム奏者・吉田えりさん
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お知らせ

県動物愛護センター（富里市）

しつけ教室、譲渡会

パピークラス
日時 11月20日（水）、12月18日
（水）
午前10時〜正午
※日程は調整可能
（要相談）
内容 子犬の飼い方やしつけ方を
学び、模範的な飼い主を目指し
ます。生後6か月くらいまでの飼
い犬同伴。
受講無料。
要予約
飼い主探しの会
開催日 12月１日
（日）
内容 犬猫の欲しい方、あげたい
方との出会いの場を提供します
受付時間 犬猫の欲しい方＝午前
9時〜9時30分、犬猫をあげたい
方＝午前9時30分〜10時（受付
時間に遅れると参加できません）
犬のしつけ方教室
（実技）
日時 12月１日（日）午後１時〜3
時
（0時30分〜１時受付）
内容 飼い犬同伴の実技講座。受
講料は3,000円。
要予約
犬のしつけ方教室
（基礎）
日時 12月5日（木）午前10時〜正
午
（9時30分〜10時受付）
内容 飼い犬の同伴なしでの基礎
講座。
受講無料。
要予約
一般譲渡会
日時 12月19日（木）午前9時30
分〜正午
受付時間 9時〜9時30分（受付
時間に遅れると参加できません）
内容 センターの成犬や成猫を譲
渡します。参加費は無料。譲渡の
条件について、事前にホームペー
ジなどでご確認ください
◎場所・問い合わせは、いずれも県
動物愛護センター（富里市）
〔☎
0476
（93）
5711〕
へ

見て楽しむ

通信制大学院

合同入学説明会
日程 11月30日
（土）
時間 午前11時〜午後4時
場所 日本大学通信教育部3号館
（東京都千代田区）
内容 働きながら大学院での学び
を希望する方を対象に、希望大
学院の教育内容の説明と学習相
談。参加費は無料。申込不要。入
退場自由
参加校 日本大学・佛 教 大学・聖
徳 大学・東北福祉 大学・名古屋
学 院大学・東 京福祉 大学・日本
福祉 大学・帝 京 大学・九州保 健
福祉大学・星槎大学の各大学院
問い合わせ 公益財団法人私立大
学通信教育協会〔☎03（3818）
3870〕
へ

里親制度説明会
日本中で、保護者の病気や離婚、
または虐待などのさまざまな理由
から家庭で暮らすことのできない
子どもたちがたくさんいます。子ど
もたちを施設でなく家庭に迎え入
れ、愛情をもって養育する制度が
里親制度です。里親になりたい方、
ちょっと知ってみたい方は、気軽に
ご参加ください。
参加費は無料。
日時 12月8日
（日）
午後１時〜3時
場所 君津市生涯学習交流センター
内容 里親制度についてわかりや
すく解説。
体験談や個別相談も
申し込み 子ども家庭サポートセ
ンターちば「オレンジの会」
〔☎
0470
（28）
4288〕
へ

俳句、編み物、浮書絵彫、
てん刻、
ハーブ、ちぎり絵、パンフラワー、ドラ
イフラワー、絵てがみ、七宝焼、欧風刺しゅう、パソコン、竹わら細工、竹
細工、シャドーボックス、着物リメーク、切り絵、押し花、フラワーアレンジ、
水引工芸、着付け、短歌

作品展示の部

尺八、
マンドリン、大正琴、民

みんなで楽しむ 芸能発表の部 謡、コーラス、詩吟、歌謡、フォー
クダンス、太極拳、３Ｂ、フラダンス、大山音頭
※昨年度と会場が変わっていますのでご注意ください。駐車場に限りが
ありますので、なるべく乗り合わせでお願いします。
■問い合わせ 中央公民館〔☎（７０９３）１１４１〕へ

７

ちょっと大きめ

「ついたち市」
日程 12月１日
（日）
時間 午前9時〜午後2時
（雨天の場合は規模縮小）
場所 天津神明宮
内容 フリーマーケットや災害復
興支援コーナー、キッズコーナ
ー、お楽しみ抽選会、ミュージッ
クタイムなど
問 い 合 わ せ 天 津 神 明 宮〔 ☎
（7094）
0323〕
へ

参加者の募集

硬式テニス愛好会
日時 平日週2回午前10時〜正午
場所 一戦場公園テニスコート
内 容 硬 式テニスに 興 味 のある
方、
初心者など歓迎。
参加費など
詳しくは問い合わせを
申し込み 吉田さん〔☎090（272
4）
8118〕
へ

お正月の
「お飾り教室」
日程 12月24日
（火）
・25日
（水）
時間 午後１時〜4時
場所 太海公民館
内容 正月の「お飾り」を作りまし
ょう。ハサミ、座布団を持参。参
加費は500円
（材料代・保険代）
申し込み 11月19日（火）から12月
6日（金）までに太 海公民館〔☎
（7092）
0669〕
へ。
定員各15人

晩秋の房総の山を歩こう
日程 11月30日
（土）
時間 午前9時〜午後3時15分
集合場所 県立鴨川青年の家
内容 地元ガイドの説明を聞きな
とみさん
がら南 房 総 市にある富 山 に 登
り、房総の晩秋 風景を楽しみま
しょう。富山へはバス移動。対象
は小学生以上（小学生は大人同
伴）。参加費は800円（昼
食代・保険代）
申し込み 県立
鴨川青年の家
〔☎
（7093）
166
6〕
へ

川名友里恵＆田中愛実

オール連弾ピアノコンサート
日時 12月８日
（日）
午後2時〜
場所 県立鴨川青年の家
内容 幅広い世代が楽しめる本格
ピアノコンサート。ピアノは通常
ソロですが、2人で演奏すること
により、音の広がりやアンサンブ
ルの楽しさなど、ピアノの魅力を
より感じていただけます。曲目は
クラシックを中心にクリスマスメ
ドレーやディズニー音楽など。ご
年配の方も楽しめます。入場無
料。予約不要。キッズスペースも
あります
問い合わせ manamy175@yah
o o . c o . j p へメールで 。件 名に
「12/8連弾コンサート」と明記し
てください
地域人権啓発活動活性化事業

ヒューマンフェスタin南房総
日程 12月7日
（土）
時間 午後１時〜3時45分
（正午開場）
場所 白浜フローラルホール（南房
総市白浜町滝口6767-1）
内容 「笑う家族に福きたる？」を
テーマに放送作家・鈴木おさむ
氏（南房総市千倉町出身）による
特別講演やトゥルーカラーズに
よるステージイベントなど。定員
500人。
入場無料。
申込不要
問い合わせ
南房総市市民課
〔☎0470
（33）
1051〕
へ
▶放送作家
鈴木おさむ氏

タウン

このコーナーでは、地域の行事や活
動など、皆さんからの情報をお待ちして
います！提供いただける方は、発行日の
1か月前までに経営企画課秘書広報係
へご連絡を。

〔☎（7093）7842〕

イベント・催し物

中央公民館
「音楽の旅」
日時

12月7日(土)午後2時〜
（１時30分開場）
場所 中央公民館
内容 鴨川市出身4人でつくる男
声ボーカルグループ「ＯＧＮ」が
出演。皆さんおなじみの日本の
曲やカンツォーネなど、楽しいト
ークを交えながら歌います。定
員80人。
入場無料
申し込み 中央公民館〔☎（7093）
1141〕
へ
（月曜休館）
鴨川マンドリンクラブ

第6回コンサート
日程 12月8日
（日）
時間 午後１時30分〜
（1時開場）
場所 東条公民館
内容 マンドリンとギターによる
合奏。曲目は「五ツ木の子守唄」
による幻想曲、
「ペルシャの市場
にて」、
「夏の日の恋」、
「もののけ
姫」、ミュージカル名曲集など。
入場は無料
問い合わせ 同クラブの安田さん
〔☎
（7092）
3077〕
へ

新潟県でスキー教室

対象は
市内小学４〜６年生

《日

程 》来年１月１７日（金）午後５時３０分に文化体育館集合・出
発。鴨川着は１９日（日）の午後８時１５分ごろ
《 行 き 先 》新潟県舞子スノーリゾート（バス利用）
《 募 集 人 員 》８０人（定員を超えた場合は抽選）
《 参 加 費 》２万２,０００円（交通費・宿泊費など）、スキー用具・ウェア
のレンタルは別料金
《 申 し 込 み 》学校を通じて配付した所定の申込書に
記入のうえ、１１月２５日（月）までに学
級担任の先生へ提出
《問い合わせ》総合運動施設のスポーツ振興課
〔☎（７０９３）５１１１〕へ
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遊びにおいでよ！

子育て支援室
問い合わせ

つくってみよう！

子ども支援課
〔☎（７０９３）７１１３〕へ

11/19（火）

11/21（木）

11/22（金）

11/29（金）

OURS子育て支援室

はかってみよう！

11/27（水）午前９時30分〜11時30分

天津小湊子育て支援室

長狭子育て支援室
江見子育て支援室

場所 ＯＵＲＳ子育て支援室
時間 いずれも午前９時３０分〜１１時３０分
内容 身長・体重の計測や発達・栄養の相談。
内容 親子で簡単な工作が楽しめます
計測を希望する方は母子手帳を持参
◎対象はいずれも0歳〜3歳児のお子さんと保護者。予約不要

■発行／鴨 川 市

本

が
ス
ダイ キ！

図書つうしん

大山公民館図書館分室

なかよしひろば おはなし会

〒２９６ ８-６０１
千 葉 県 鴨川市 横 渚１４５０番地
ＴＥＬ０４
︵７０９２︶
１１１１㈹

時間
11/
16（土） 場所

午前10時30分〜11時30分
大山公民館図書室

おはなしひろば
午後１時30分〜
市立図書館

http：//www.city.kamogawa.lg.jp/

ＴＥＬ０４
︵７０９３︶
７８４２
ＦＡＸ０４
︵７０９３︶
７８５０

大山千枚田で夜祭り
里山照らす 癒やしの光

たいまつと4色に変わるLEDキャンド
ル、打ち上げ花火などが幻想的に棚田を
彩りました。LEDキャンドルは来年１月５
日まで設 置。点描に輝く夜の千枚田を、
どうぞ、
お楽しみください。

■編集／経営企画部経営企画課
秘書広報係
ホームページ

対
象 小学校低学年（４歳くらいからどうぞ）
プログラム
▶＜絵本＞こぐまとめがね
▶＜絵本＞ろくべえまってろよ
絵本の読み聞かせや手遊びうたなど。参加費は無料。

えいごのおはなし会

12/
7（土）

サンタクロースはなぜ、
サンタクロースになったのか？

名作とふれあう上映会
時間
12/
8（日） 場所

プログラム
▶＜大型絵本＞はらぺこあおむし
▶＜絵本＞かみひこうき
▶＜絵本＞ねずみのすもう

時間
11/
23（土・祝） 場所

市立図書館〔☎（7092）0312〕

午後1時30分〜
市立図書館集会室

映画鑑賞の楽し
みや本への関心を
より多くの方に
持っていただこう
と、映画作品の上
映と関連書籍など
の展示を行いま
す。入場は無料。予
約不要。

上映作品
サンタクロースになった少年

事故で家族を亡くした少年・ニコラスは、
村人に１年交代で面倒を見られることにな
る。クリスマスイブの晩、その年世話になっ
た家の子どもへおもちゃを置いておくのが
いつしか彼の習慣となった。やがて大工のイ
サッキに引き取られたニコラスは、厳しい修
行の合間にもおもちゃを作り、子どもたちへ
プレゼントを贈り続けた……。

時間 午前10時〜11時
場所 市立図書館

対
象 幼児〜小学校低学年
内
容 市内在住、英語講師のジェ
ナヴィーブ・ワグナーさん（元鴨川市ＡＬ
Ｔ）を講師に英語の絵本で楽しく英語を
学ぶ。空きビンを使った工作も。参加費
は無料

フィンランドアカデミー賞
最高人気賞・最優秀撮影賞受賞作品
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