
10.26（金）～28（日）
午後４時30分から午後８時まで　
　3,000本のたいまつと、10,000本の　
ＬＥＤで織りなす大山千枚田の夜景　

・地元郷土芸能のステージイベント
・棚田の夜市（地元物産品の販売・飲食等の提供）
・エンディング花火
荒天の場合は内容が変更になる場合があります。
【参加費】　１人1,000円。前売り１人800円は、
鴨川駅前観光案内所、棚田倶楽部などで販売
【駐車場】　総合運動施設の陸上競技場（午後３時から開設）
※シャトルバスを運行します

【問い合わせ】
棚田の夜祭り実行委員会
事務局の（一社）鴨川市観
光協会〔☎（7092）0086〕へ

■掲　載　枠 縦47ｍｍ×横85ｍｍ（最終ページ4枠）
■掲　載　料 市内＝１０，０００円／１回
 市外＝１５，０００円／１回
■申し込み期限 各号の発行日40日前まで
※掲載対象は市内外の企業や個人経営者など。応募
　多数の場合は抽選。申し込み方法など詳しくは、
　秘書広報課広報広聴係〔☎（7093）7842〕へ

広告主を随時募集広
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★特典多数あります
TELにてご予約ください
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もうすぐ♪中学生♪
早めの予約で安心を!!
鴨川中学校・長狭学園
学生服予約承り中
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ミドリヤ洋品店
千葉県鴨川市貝渚3121  TEL 04（7092）0090

広報取材中に出会った、
「輝いている皆さん」
を紹介します！

広報取材中に出会った、
「輝いている皆さん」
を紹介します！

大きいのがとれたよ！東条保育園でイモ掘り大きいのがとれたよ！東条保育園でイモ掘り

友好の絆いつまでも
マニトワック市民訪問団と交流

　アメリカ・マニトワック市から市民

訪問団２９人が鴨川を訪れ、市民と

交流しました。１０月１８日に到着し

た一行は、記念式典に出席したほ

か、小湊小学校や清澄寺を訪問。子

どもたちとの時間を過ごしたり、日

本文化を体験したりしました。

　２２日の最終日

には、再会を約束

してハグするな

ど、名残惜しんで

いました。

　東条保育園でサツマイモ掘りが行われました。近所の方が用意した畑に到着した

園児たちは、手や服を泥だらけにしながら土を掘り返して収穫。掘り出したイモを重そ

うに抱えながら、「こっちの方が大きいよ」と見比べていました。抱えきれないほどの

お土産を手にした子どもたちは、おうちでふかしたり焼きイモにしたりと、それぞれ秋

の味覚を堪能しました。

▲姉妹都市25周年をお祝い

児童と一緒にゲーム▶
◀茶道にも挑戦
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　前原横渚海岸に、幅９ｍ・高さ３.５ｍの巨大ウォールアートがお目見えし
ました。これは、鴨川青年会議所が“ＳＮＳ映え”する新たな観光スポットと
して集客しようと企画したもの。世界で活躍するアーティストＹｏｓｈｉ47さ
んが、同海岸のマリーナ防波堤に約１週間かけて描き上げました。市外か
ら訪れたという女性は、「こんな壁画があるなんてビックリ。とても写真映
えしますね」と言いながら、大きな口を空けるモンスターをバックに、記念撮
影をしていました。

巨
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 事業仕分けを実施しました 2・3
 市の家計簿をお知らせします 4・5
 暮らしの情報、けんこう広場 6・7
 タウン情報、カメラニュース ８～12
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思い出の写真展

市イメージキャラクター
ななちゃん
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期　日

　 健康推進課
〔☎（7093）7111〕へ
問

麻しん（はしか）・
風しん患者が増えています
　県内では、麻しん（はしか）および風しん患者が大幅に増えています。

■麻しん（はしか）とは…空気感染（一緒の空間にいることで伝染）に

よって起こり、症状が出るまでは１０～１２日かかります。３８℃前後の

発熱や風邪のような症状、結膜炎などが２～４日間続き、解熱後、再び

３９℃以上の高熱と発疹が出ます。免疫を持っていない人はほぼ１００

％発症し、中耳炎や脳炎のほか、死に至る場合もあります。

　周囲に感染させる期間は、症状が出る前から解熱後の数日間です。

■風しんとは…飛沫感染（咳やくしゃみによる）によって起こり、症状

が出るまで２～３週間かかります。風邪症状ではじまり、発疹や発熱、

リンパ節の腫れなどが現れ、大人がかかると重い合併症が生じること

があります。

　周囲に感染させる期間は、発疹が出る１週間前から

出た後１週間までです。

◎妊婦さんは特に注意が必要です！

　妊婦が妊娠２０週までの間にかかると、おなかの

赤ちゃんに先天性の心臓病や白内障、難聴など（先

天性風しん症候群）を引き起こすことがあります。

■かからない、うつさないために

　幼児期のお子さんについては、１歳と小学校就学前の年に各１回、

麻しん風しん混合（MR)ワクチンの接種を済ませましょう。

　その他の年代の方については、かかりつけ医へ相談のうえ、２回接

種を検討しましょう。先天性風しん症候群の予防のために、下記のと

おり、成人の風しん抗体検査や予防接種の助成があります。

　また、麻しんや風しんを疑う症状が現れた場合は、必ず事前に医療

機関へ電話でその旨を伝え、指示に従い受診しましょう。受診時は周

囲への感染を防ぐため、公共交通機関の利用を避けてください。

無　料 「風しん抗体検査」
■対象者　過去に風しんの予防接種を受けたことがない妊娠希望の

女性やパートナーなど、県で定めた条件があります。詳しくは、千葉県

のホームページ（「千葉県　風しん」で検索）をご覧ください。

■検査実施期間　平成３１年３月３１日まで

■問い合わせ　県疾病対策課〔☎０４３（２２３）２６９１〕

一部助成 「風しんの予防接種」
■対象者　市内に住民登録のある２０歳～５０歳未満の方で、次のい

ずれかに該当する方（過去に鴨川市で助成を受けたことがない方）

①妊娠を予定または希望している女性

②妊婦の夫（妻の母子健康手帳を確認させていただきます）

■実施期間　平成３１年３月３１日まで

■助成金額

①麻しん風しん混合ワクチン　 ５,０００円

②風しんワクチン　　　　　　３,０００円

※事前に健康推進課で予診票を受け取る必要があります

■問い合わせ　ふれあいセンターの健康推進課〔☎（７０９３）７１１１〕へ

かからない、
うつさない！

【 家 庭 教 育 相 談 】
◇毎週水・木・金曜日
　午前９時30分～午後３時30分
※都合により変更することがあります
○家庭教育相談室
　（天津小湊公民館内）
・いじめや家庭の問題など。問い合わせ
は同相談室〔☎（7094）0910〕また
は、生涯学習課〔☎（7094）0515〕へ
【 結 婚 相 談 】

◇12月2日(日)山下三恵子氏
◇12月3日（月）・5日（水）事務局
◇12月9日(日)高梨千枝子氏
◇12月10日(月)・12日（水)事務局
◇12月16日(日)鈴木昌子氏 
◇12月17日(月)・19日（水）事務局
◇12月23日(日・祝)速水真澄氏
◇12月26日（水）事務局
いずれも午後1時～4時
○鴨川市役所１階多目的ルーム
・相談を希望する方は、相談日の前々日
の午後3時までに市民交流課〔☎
（7093）7822〕へ
【ふれあい法律相談】

◇12月4日(火)午後1時～4時
○ふれあいセンター相談室
◇12月18日(火)　午後1時～4時
○天津小湊保健福祉センター
・相談員は弁護士。相談を希望する方
は事 前 に社 会 福 祉 協 議 会〔☎
（7093）0606〕へ。11月26日（月）
午前9時から前日まで電話でのみ予
約受付。先着順
【 税 の 相 談 】

◇12月11日（火）午前10時～午後3時
○法青会館（館山市北条1491）
・所得税や相続税など、税に関する相
談を税理士が受付。申し込みは事前
に県税理士会館山支部〔☎0470（2

　3）4132〕へ
【 登 記 相 談 】

◇毎週火・木曜日（祝日は除く）
　午前9時30分～午後3時30分
○千葉地方法務局館山支局
・不動産に関する登記相談。要予約。申
し込みは千葉地方法務局館山支局

 〔☎0470（22）0620〕へ
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申し込み　生涯学習課〔☎（7094）
0515〕まで

　天津小湊公民館では「鎌倉彫刻
と寄席芸能に触れる教室」と題し、
都内の美術館と寄席を楽しむツア
ーを行います。
期日　12月4日（火）
場所　①東京国立博物館「特別展 
京都大報恩寺 快慶・定慶のみほ
とけ展の鑑賞」、②浅草演芸ホー
ル「寄席で古典芸能を楽しむ」
参加費　9,500円（往復のバス代、
入場料、保険料など）
申し込み・問い合わせ　天津小湊
公民館〔☎（7094）2230〕へ。定
員25人

日時　12月2日（日）午前10時～午
後3時（9時30分受付）荒天中止 
集合場所　四方木ふれあい館 
内容　清らかな小櫃川上流を沢歩
きしながら水辺の紅葉が楽しめ
ます。子ども向けのゲームも予
定。四方木地区への移住者受け
入れイベントのため、市民の参加
は10人までとさせていただきま
す。鴨川市へ移住したいという
知り合いの方と、お誘い合わせ
のうえご参加ください。
定員　鴨川市民
　10人（全体で
　20人）先着順

参加費　大人3,000円、小学生以
下1,000円（昼食・保険代込み） 
服装　山歩き・沢歩きに適した服
装、靴、装備で
申し込み　四方木ベイスしたなお
い（山一園）〔☎（7094）1736・午
後５時～９時受付。それ以外は
留守電対応〕またはメール（info
　@yomogiyomogi.jp）へ

期日　12月１日（土）
時間　午前9時～午後3時
場所　航空自衛隊峯岡山分屯基
地（南房総市丸山平塚）
内容　ヘリコプター飛行展示や、
自衛隊特殊車両の展示、愛宕山
三角点の見学など。長狭学園か
ら無料シャトルバスを運行。駐車
場は長狭学園、鴨川市立国保病
院ご利用のほか、係員の指示に
従ってください
問い合わせ　同基地〔☎0470
（46）3001〕へ

期日　12月6日（木）
時間　午後6時30分～
8時
場所　市民会館
内容　お笑い芸人
ゴルゴ松本氏の
「命」をテーマと

した講演会。体を使
っ て 表 現 し た
「命！」といったネタ
でお茶の間を沸か
せる一方、一般企業
や地方公共団体、少
年院などにも出向

き、精力的に講演活動も実施。
おなじみの漢字ネタを交えつ
つ、生きていくうえで大切なこと
や当たり前がどんなに大事なも
のなのかを伝えます。入場無料
問い合わせ　（一社）鴨川青年会議
所の須金さん〔☎090（4078）
4418〕へ。定員900人。申し込み
不要。当日定員になり次第、入場
を締め切ります

期日　12月 8日（土）
時間　午前11時～午後0時30分
　（受付は午前10時30分～）
場所　城西国際大学観光学部
テーマ　「糖尿病を予防しよう！～
食事と運動のヒケツ～」
講師　福祉総合学部理学療法学
科　助教　河辺信秀氏
申し込み　生涯学習課〔☎（7094）
0515〕へ。聴講無料

日時　12月9日（日）午前9時30分
に市役所出発（バス利用）
場所　早稲田大学 小野記念講堂
内容　小津安二郎監督の映画「東
京物語」を女優・中井貴惠さん
（早稲田大学卒）が一人で語る朗
読公演を鑑賞。ジャズピアニスト
松本峰明さんの演奏をバック
に、中井さんが出演、ナレーショ
ン、ト書まで一人何役もこなしま
す。「東京物語」は、年老いた両親
とその家族たちの姿を通して、
家族の絆や老いと死、人間の一
生を描いた名作。
対象　市内に在住または
通勤・通学をしている
方とその家族（高校生
以上）。募集人数は20
人。参加費は無料。
昼食代は実費
（1,000
円程度）

鴨川市・早稲田大学交流事業 
音語り　東京物語
～小津安二郎映画を聞く～鑑賞会

期日　12月2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「古戦場の秋」、「宵
待草」、「英雄行進曲イタリア」、
「いい日旅立ち」、「ロシアより愛
をこめて」など。入場は無料
問い合わせ　同クラブの安田さん
〔☎（7092）3077〕へ
※駐車場に限りがあります。なるべ
く乗り合わせでご来場ください

期日　11月27日（火）
時間　①午後１時30分～3時、②
午後6時30分～8時
場所　亀田医療大学学生会館
内容　平成29年度文化庁映画賞・
文化記録映画優秀賞受賞作品
の「まなぶ～通信制中学 60年の
空白を越えて」を上映。大都会の

タウンタウン

〔☎（7093）7842〕

イベント・催し物

　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か月前までに秘書広報課広報広聴係
へご連絡を。

鴨川マンドリンクラブ
第5回コンサート

いっぺさ！鴨川シアター
映画上映会「まなぶ」

平成31年度
県生涯大学校の入学生募集

峯岡山分屯基地を一般開放

青年会議所創立50周年記念事業 
ゴルゴ松本「命の授業」

第6回四方木フットパスwalk
紅葉リバートレッキング

期日　11月23日（金・祝）
時間　午前10時～正午
場所　里のＭＵＪＩ みんなみの里
内容　摘み取ったばかりのハーブ
を使って、クリスマスのリースを
作りましょう。花バサミを持参。
参加費は1,500円（材料代）
問い合わせ　鴨川ハーブソサエテ
ィーの高梨さん〔☎（7096）
5030〕へ

対象　県内在住の60歳以上の方
（昭和34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28日（金）までに
県生涯大学校事務局（〒260－
0801千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

第19回ふるさとアカデミー
「経営者としての伊八像」

ハーブでクリスマスリース作り

参加者の募集 

お正月の「お飾り教室」

片隅に、戦後の混乱期で義務教
育を受けられなかった高齢者た
ちが、青春を取り戻しに来る学
び舎がある。人生の終盤を迎え
てなお、人はなぜ学ぼうとする
のか。5年の歳月を追ったドキュ
メンタリー映画。入場は無料
問い合わせ　亀田医療大学〔☎
(7099)1211〕へ

期日　11月21日（水）
時間　午後7時～8時45分
場所　天津小湊公民館
内容　郷土が生んだ稀代の彫刻
師「波の伊八」。作品の素晴らし
さはすでに知られていますが、
今回はその製作コストなど経営
に視点を当て、伊八のビジネス
感覚について考察します。講師
は市生涯学習課の石川丈夫課
長
問い合わせ　ＮＰＯ法人鴨川未来
倶楽部の久根崎さん〔☎090
（6119）0478〕へ。申込不要

期日　12月25日（火）・26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20日（火）から12月
7日（金）までに太海公民館〔☎
（7092）0669〕へ。定員各15人

　「歳末たすけあい募金」は、新年を

迎える時期に支援を必要とする人た

ちが地域で安心して暮らすことがで

きるよう、さまざまな福祉活動に役

立てられます。近く、市政協力員を通

じて募金のお願いに伺いますので、

ご協力ください。詳しくは、市社会福

祉協議会〔☎（7093）0606〕へ。

歳末たすけあい募金

鴨川市・城西国際大学交流事業
公開講座「健康に関する講座」

　市では、「広報かもがわ」１０月１５日号分からの内容を「マイ広報紙」に配信し

ています。マイ広報紙とは、一般社団法人オープン・コーポレイツ・ジャパンが運

営するもので、自治体などが発行する広報紙を記事ごとにデータ化し、インターネ

ットで無料配信するサービスです。掲載している情報の一部を、テキスト形式で

提供しているので、誰でも好きな記事を自由に使うことができます。パソコンやス

マートフォンなど、インターネットが閲覧できる環境があれば、どなたもご利用でき

ます。ただし、イラストや写真などは掲載していません。

　また、マイ広報紙に登録された全国の広報紙も読むことができます。

気になる記事のキーワードを入れて検索すると、掲載された広報紙の

中から記事を検索して一覧表示します。＜（例）「祭り」で検索すると、

各地の広報紙のお祭りに関する広報紙記事を一覧で表示します＞

※上記ＱＲコードからご利用ください。詳しくは、秘書広報課〔☎（７０９３）７８４

２〕へ

広報かもがわを「マイ広報紙」で配信

「鎌倉彫刻と
 寄席芸能に触れる教室」

午後１時30分～

　4歳ごろから小学校低学年までを
対象に、絵本の読み聞かせや手遊び
など。
絵本タイトル
▷「うみの100かいだてのいえ」（大
型絵本）
▷「ずっと友だちだよ　青い目の人
形」（紙芝居）
※詳しくは、市立図書館〔☎（7092）
　0312〕へ

第 45 回

市民音楽祭
＜特別ゲスト＞
鴨川市出身の
トロンボーン奏者
首藤健一氏

　市内の音楽愛好家がすばらしい演奏や歌のハ
ーモニーを披露します。秋のひと時を音楽で楽し
みませんか。入場は無料。問い合わせは、郷土資料
館〔☎（7093）3800〕へ。

11/23(金・祝)　
午後0時20分～4時40分
（正午開場）
　市民会館ホール

＜出演団体＞アンサンブルＷｉｓｈ、
天津小学校合奏団、カールモ、鴨川混
声合唱団、鴨川少年少女合唱団、鴨川
吹奏楽団、鴨川市中央公民館（楽しい
歌声教室）、鴨川中学校合唱部・吹奏
楽部、鴨川マンドリンクラブ、コール 
ひだまり、白百合コーラス、鈴木みど
り、すばる東条、男声ボーカルグループ
ＯＧＮ、東条幼小ＰＴＡコーラス、長狭
高校合唱部・吹奏楽部、野の花コーラ
ス、ひまわりキッズ＆フルール、ベル ス
オーノ、吉田えり（50音順）
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申し込み　生涯学習課〔☎（7094）
0515〕まで

　天津小湊公民館では「鎌倉彫刻
と寄席芸能に触れる教室」と題し、
都内の美術館と寄席を楽しむツア
ーを行います。
期日　12月4日（火）
場所　①東京国立博物館「特別展 
京都大報恩寺 快慶・定慶のみほ
とけ展の鑑賞」、②浅草演芸ホー
ル「寄席で古典芸能を楽しむ」
参加費　9,500円（往復のバス代、
入場料、保険料など）
申し込み・問い合わせ　天津小湊
公民館〔☎（7094）2230〕へ。定
員25人

日時　12月2日（日）午前10時～午
後3時（9時30分受付）荒天中止 
集合場所　四方木ふれあい館 
内容　清らかな小櫃川上流を沢歩
きしながら水辺の紅葉が楽しめ
ます。子ども向けのゲームも予
定。四方木地区への移住者受け
入れイベントのため、市民の参加
は10人までとさせていただきま
す。鴨川市へ移住したいという
知り合いの方と、お誘い合わせ
のうえご参加ください。
定員　鴨川市民
　10人（全体で
　20人）先着順

参加費　大人3,000円、小学生以
下1,000円（昼食・保険代込み） 
服装　山歩き・沢歩きに適した服
装、靴、装備で
申し込み　四方木ベイスしたなお
い（山一園）〔☎（7094）1736・午
後５時～９時受付。それ以外は
留守電対応〕またはメール（info
　@yomogiyomogi.jp）へ

期日　12月１日（土）
時間　午前9時～午後3時
場所　航空自衛隊峯岡山分屯基
地（南房総市丸山平塚）
内容　ヘリコプター飛行展示や、
自衛隊特殊車両の展示、愛宕山
三角点の見学など。長狭学園か
ら無料シャトルバスを運行。駐車
場は長狭学園、鴨川市立国保病
院ご利用のほか、係員の指示に
従ってください
問い合わせ　同基地〔☎0470
（46）3001〕へ

期日　12月6日（木）
時間　午後6時30分～
8時
場所　市民会館
内容　お笑い芸人
ゴルゴ松本氏の
「命」をテーマと

した講演会。体を使
っ て 表 現 し た
「命！」といったネタ
でお茶の間を沸か
せる一方、一般企業
や地方公共団体、少
年院などにも出向

き、精力的に講演活動も実施。
おなじみの漢字ネタを交えつ
つ、生きていくうえで大切なこと
や当たり前がどんなに大事なも
のなのかを伝えます。入場無料
問い合わせ　（一社）鴨川青年会議
所の須金さん〔☎090（4078）
4418〕へ。定員900人。申し込み
不要。当日定員になり次第、入場
を締め切ります

期日　12月 8日（土）
時間　午前11時～午後0時30分
　（受付は午前10時30分～）
場所　城西国際大学観光学部
テーマ　「糖尿病を予防しよう！～
食事と運動のヒケツ～」
講師　福祉総合学部理学療法学
科　助教　河辺信秀氏
申し込み　生涯学習課〔☎（7094）
0515〕へ。聴講無料

日時　12月9日（日）午前9時30分
に市役所出発（バス利用）
場所　早稲田大学 小野記念講堂
内容　小津安二郎監督の映画「東
京物語」を女優・中井貴惠さん
（早稲田大学卒）が一人で語る朗
読公演を鑑賞。ジャズピアニスト
松本峰明さんの演奏をバック
に、中井さんが出演、ナレーショ
ン、ト書まで一人何役もこなしま
す。「東京物語」は、年老いた両親
とその家族たちの姿を通して、
家族の絆や老いと死、人間の一
生を描いた名作。
対象　市内に在住または
通勤・通学をしている
方とその家族（高校生
以上）。募集人数は20
人。参加費は無料。
昼食代は実費
（1,000
円程度）

鴨川市・早稲田大学交流事業 
音語り　東京物語
～小津安二郎映画を聞く～鑑賞会

期日　12月2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「古戦場の秋」、「宵
待草」、「英雄行進曲イタリア」、
「いい日旅立ち」、「ロシアより愛
をこめて」など。入場は無料
問い合わせ　同クラブの安田さん
〔☎（7092）3077〕へ
※駐車場に限りがあります。なるべ
く乗り合わせでご来場ください

期日　11月27日（火）
時間　①午後１時30分～3時、②
午後6時30分～8時
場所　亀田医療大学学生会館
内容　平成29年度文化庁映画賞・
文化記録映画優秀賞受賞作品
の「まなぶ～通信制中学 60年の
空白を越えて」を上映。大都会の

タウンタウン

〔☎（7093）7842〕

イベント・催し物

　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か月前までに秘書広報課広報広聴係
へご連絡を。

鴨川マンドリンクラブ
第5回コンサート

いっぺさ！鴨川シアター
映画上映会「まなぶ」

平成31年度
県生涯大学校の入学生募集

峯岡山分屯基地を一般開放

青年会議所創立50周年記念事業 
ゴルゴ松本「命の授業」

第6回四方木フットパスwalk
紅葉リバートレッキング

期日　11月23日（金・祝）
時間　午前10時～正午
場所　里のＭＵＪＩ みんなみの里
内容　摘み取ったばかりのハーブ
を使って、クリスマスのリースを
作りましょう。花バサミを持参。
参加費は1,500円（材料代）
問い合わせ　鴨川ハーブソサエテ
ィーの高梨さん〔☎（7096）
5030〕へ

対象　県内在住の60歳以上の方
（昭和34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28日（金）までに
県生涯大学校事務局（〒260－
0801千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

第19回ふるさとアカデミー
「経営者としての伊八像」

ハーブでクリスマスリース作り

参加者の募集 

お正月の「お飾り教室」

片隅に、戦後の混乱期で義務教
育を受けられなかった高齢者た
ちが、青春を取り戻しに来る学
び舎がある。人生の終盤を迎え
てなお、人はなぜ学ぼうとする
のか。5年の歳月を追ったドキュ
メンタリー映画。入場は無料
問い合わせ　亀田医療大学〔☎
(7099)1211〕へ

期日　11月21日（水）
時間　午後7時～8時45分
場所　天津小湊公民館
内容　郷土が生んだ稀代の彫刻
師「波の伊八」。作品の素晴らし
さはすでに知られていますが、
今回はその製作コストなど経営
に視点を当て、伊八のビジネス
感覚について考察します。講師
は市生涯学習課の石川丈夫課
長
問い合わせ　ＮＰＯ法人鴨川未来
倶楽部の久根崎さん〔☎090
（6119）0478〕へ。申込不要

期日　12月25日（火）・26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20日（火）から12月
7日（金）までに太海公民館〔☎
（7092）0669〕へ。定員各15人

　「歳末たすけあい募金」は、新年を

迎える時期に支援を必要とする人た

ちが地域で安心して暮らすことがで

きるよう、さまざまな福祉活動に役

立てられます。近く、市政協力員を通

じて募金のお願いに伺いますので、

ご協力ください。詳しくは、市社会福

祉協議会〔☎（7093）0606〕へ。

歳末たすけあい募金

鴨川市・城西国際大学交流事業
公開講座「健康に関する講座」

　市では、「広報かもがわ」１０月１５日号分からの内容を「マイ広報紙」に配信し

ています。マイ広報紙とは、一般社団法人オープン・コーポレイツ・ジャパンが運

営するもので、自治体などが発行する広報紙を記事ごとにデータ化し、インターネ

ットで無料配信するサービスです。掲載している情報の一部を、テキスト形式で

提供しているので、誰でも好きな記事を自由に使うことができます。パソコンやス

マートフォンなど、インターネットが閲覧できる環境があれば、どなたもご利用でき

ます。ただし、イラストや写真などは掲載していません。

　また、マイ広報紙に登録された全国の広報紙も読むことができます。

気になる記事のキーワードを入れて検索すると、掲載された広報紙の

中から記事を検索して一覧表示します。＜（例）「祭り」で検索すると、

各地の広報紙のお祭りに関する広報紙記事を一覧で表示します＞

※上記ＱＲコードからご利用ください。詳しくは、秘書広報課〔☎（７０９３）７８４

２〕へ

広報かもがわを「マイ広報紙」で配信

「鎌倉彫刻と
 寄席芸能に触れる教室」

午後１時30分～

　4歳ごろから小学校低学年までを
対象に、絵本の読み聞かせや手遊び
など。
絵本タイトル
▷「うみの100かいだてのいえ」（大
型絵本）
▷「ずっと友だちだよ　青い目の人
形」（紙芝居）
※詳しくは、市立図書館〔☎（7092）
　0312〕へ

第 45 回

市民音楽祭
＜特別ゲスト＞
鴨川市出身の
トロンボーン奏者
首藤健一氏

　市内の音楽愛好家がすばらしい演奏や歌のハ
ーモニーを披露します。秋のひと時を音楽で楽し
みませんか。入場は無料。問い合わせは、郷土資料
館〔☎（7093）3800〕へ。

11/23(金・祝)　
午後0時20分～4時40分
（正午開場）
　市民会館ホール

＜出演団体＞アンサンブルＷｉｓｈ、
天津小学校合奏団、カールモ、鴨川混
声合唱団、鴨川少年少女合唱団、鴨川
吹奏楽団、鴨川市中央公民館（楽しい
歌声教室）、鴨川中学校合唱部・吹奏
楽部、鴨川マンドリンクラブ、コール 
ひだまり、白百合コーラス、鈴木みど
り、すばる東条、男声ボーカルグループ
ＯＧＮ、東条幼小ＰＴＡコーラス、長狭
高校合唱部・吹奏楽部、野の花コーラ
ス、ひまわりキッズ＆フルール、ベル ス
オーノ、吉田えり（50音順）

９2018年11月15日号 ８ 2018年11月15日号



献血に
ご協力を

期日　８月２日（木）
時間　午前10時～11時45分
場所　鴨川市役所
※献血カードをお持ちください

　 健康推進課
〔☎（7093）7111〕へ
問

時　間

亀田総合病院
午前１０時～午後０時３０分、
午後１時４５分～３時３０分

期　日

９月６日（木）

※献血カードをお持ちください

場　所
献血にご協力を

薬　局　名期　日 病　院　名
休日の救急医療機関・救急薬局〔8月〕

◎毎日24時間体制で受付　（救急当番医ではありません）
　亀田総合病院 ☎（7092）2211（内・外・小児・産・耳鼻・眼科）

11日（土・祝）
市立国保病院

（内・外・小児科）
☎(7097)1221

川上回新堂薬局（南小町）
☎（7097）1133
安川薬局（大川面）
☎（7097）1777

12日（日）
19日（日）
26日（日）

安房地域医療センター
（内・外・小児科）
☎0470(25)5111

－

5日（日）
東条病院

（内・整形外科）
☎(7092)1207

鴨川鈴薬局東条店
☎（7093）7087

薬　局　名期　日 病　院　名
休日の救急医療機関・救急薬局〔5月〕

◎毎日24時間体制で受付　（救急当番医ではありません）
　亀田総合病院 ☎（7092）2211（内・外・小児・産・耳鼻・眼科）

  5日（土・祝）
13日（日）
20日（日）
27日（日）

安房地域医療センター
（内・外・小児科）
☎0470(25)5111

－

3日（木・祝）
市立国保病院

（内・外・小児科）
☎(7097)1221

川上回新堂薬局（南小町）
☎（7097）1133
安川薬局（大川面）
☎（7097）1777

4日（金・祝）
石川外科内科クリニック
（内・外・小児科）
☎(7092)5210

フジヒラ薬局鴨川店
☎（7092）1951

6日（日）
東条病院

（内・整形外科）
☎(7092)1207

鴨川鈴薬局東条店
☎（7093）7087

時　間
ふれあいセンター午前１０時～正午

期　日
　５月１１日（金）

※献血カードをお持ちください

場　所
献血にご協力を

1月11日（木）・18日（木）・25日（木）、2月1日（木）
・8日（木）〔全５回〕午後１時30分から４時まで

パパママ学級
日　時

ふれあいセンター
来年４月から７月までに出産予定の方と家族

場　所
対象者

妊娠中の過ごし方や栄養、出産準備のお話や妊婦体操、
赤ちゃんの沐浴実習など内　容

　鴨川市商工会では、スタンプラリ
ー「かもらり」を実施しています。
期間中に参加店舗を利用すると、
スタンプカードに１つスタンプをも
らうことができます。5店舗回ると
豪華賞品が当たる抽選に応募でき
ます。どうぞ、年末のお買い物に
は、かもらり参加店をご利用くだ
さい。
期間　12月31日（月）まで
参加店舗　１５2店
賞品　5万円相当の賞品のほか、お
らが賞400本以上
抽選日　来年１月中旬
※当選者には直接連絡します
問い合わせ　市商工会〔☎（7092）
0320〕へ

　市では、「成人式」への案内状を
新成人の方へ発送しました。
　市外へ転出している方で式典に
参加を希望する場合や、案内状が
届かない方などは、生涯学習課へ
ご連絡ください。
　また、すでに案内状が届いた方
は、式典の出欠について、同封の返
信はがきに記入のうえ、11月30日
（金）までに返送ください。
対象者　平成10年4月2日～平成
11年4月１日生まれの市内在住
者・出身者
問い合わせ　生涯学習課〔☎（709
　4）0515〕へ

お知らせ
お店を巡って
スタンプゲット！
「かもらり」

成人式の案内状 
届かない方は連絡を

■赤ちゃんデー
期日　11月20日（火）
時間　午前9時～正午
　（身体計測の受付は11時まで）
場所　ふれあいセンター2階コミ
ュニティホール
対象　１歳未満児と保護者
内容　赤ちゃんがのびのびと遊べ
る環境で親子同士の交流。身
長・体重も測れます（計測を希望
する方は母子手帳を持参）。発達
や栄養についての相談も。オムツ
替えの時に使用するシートやタ
オルをお持ちください
 ぴよぴよタイム（11：30～）
　親子ふれあい遊びや「赤ちゃん
の皮膚のスキンケアについて」の話
など
※１歳未満児と保護者のみの利用
となりますが、各子育て支援室
（長狭・江見・天津・ＯＵＲＳ）も
通常どおり開室しています

■はかってみよう！
期日　11月21日(水)
時間　午前9時30分～11時30分

イベント・催し物
遊びにおいでよ！
子育て支援室 日程　来年１月18日（金）午後5時

30分に文化体育館集合・出発。
鴨川着は20日（日）の午後8時
15分ごろ到着予定
行き先　新潟県舞子スノーリゾート
（バス利用）
対象　市内小学4年生～6年生
募集人員　80人（定員を超えた場
合は抽選。後日、結果を通知し
ます）
参加費　2万円（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
26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

参加者の募集 
小学４年～６年生
新潟県でスキー教室

　（身体計測の受付は11時まで）
場所　ＯＵＲＳ子育て支援室
内容　身長・体重の計測や発達・
栄養の相談（計測を希望する方
は母子手帳を持参）

■おはなしシアター
日時　①11月22日(木)　②11月
25日（日）午前10時30分～
場所と内容
①長狭＝パネルシアター「５つのメ
ロンパン」、江見＝パネルシアタ
ー「モクモクくものレストラン」、
天津＝パネルシアター「だれの
手？」、②ＯＵＲＳ＝パネルシアタ
ー「びっくりばこ」

■つくってみよう！
期日　11月27日（火）
時間　午前9時30分～11時30分
場所　長狭・江見・天津・ＯＵＲＳ
各子育て支援室
内容　親子で「アンパンマンのクリ
スマスリース」を作ろう！

◎赤ちゃんデー以外、対象は0歳～
3歳児のお子さんと保護者。いず
れも予約不要
問い合わせ　子ども支援課〔☎
（7093）7113〕へ

黄色ののぼりが目印です▲

QRコード

小学校半径５００ｍ以内の
通学路 コンクリートブロック塀

点検調査を行います

午後１時30分～

　4歳ごろから小学校低学年までを
対象に、絵本の読み聞かせや手遊び
など。
絵本タイトル
▷「うみの100かいだてのいえ」（大
型絵本）
▷「ずっと友だちだよ　青い目の人
形」（紙芝居）
※詳しくは、市立図書館〔☎（7092）
　0312〕へ

　幼児から小学校低学年までを対象に、絵本の
読み聞かせや手遊びうたなど。参加費は無料。
絵本タイトル
▶「こんくんのおんがくはっぴょうかい」
▶「世界は気になることばかり」

　映画鑑賞の楽しみや原作など本への関心をより多く
の方に持ってもらおうと、書籍化されている映画作品を
上映。作品は、フィリップ・プルマン作のファンタジー小
説を映画化した「ライラの冒険　黄金の羅針盤」（2008
年公開）。動物の姿をした守護精霊“ダイモン”と人間
が生命を共有している世界で、少女ライラは“黄金の羅
針盤”を手に旅立つ。入場は無料。予約不要。

＜対象＞　幼児から小学生まで
＜内容＞　エリック・カールの絵本を
使い、読み聞かせやクイズ、クラフト
（工作）など、すべて英語で行う楽し
いイベント。クラフトでは絵本に出てく
る「雪の結晶」を作成
＜講師＞　市内在住、英語塾講師の
ジェナヴィーブ・ワグナーさん（元鴨川
市ＡＬＴ）。国際姉妹都市・マニトワッ
ク市出身

おはなしひろば 11/24（土）
時間

市立図書館場所
午後１時30分～

ライラの冒険 ー黄金の羅針盤ー
12/9（日）

時間
市立図書館場所
午後１時30分～

図書つうしんが
ダイ  スキ！
本本 市立図書館

〔☎（7092）0312〕

　市と県では、児童が安全・安心に通学できるよう、小学校を中心とした

半径５００ｍ区域内の通学路に面している、コンクリートブロック塀の危

険個所を点検します。これは、今年６月に起きた大阪府北部地震でブロッ

ク塀が倒壊し、児童が死亡するという痛ましい事故を受けて、実施するも

のです。

　点検対象となったご家庭には、点検結果や点検のチェックポイント資

料などを配布します。それを参考に、安全対策に万全を期すようお願いし

ます。

■対象　小学校を中心とした半径約５００ｍの区域内の通学路に面し、

高さが１.２ｍを超えるブロック塀など（石積みも含む）

■点検員　県職員、市職員

■期間　１２月４日（火）から来年２月２７日（水）まで

■内容　対象となるブロック塀を通学路から目視点検、点検結果のお知

らせや点検チェックポイント資料などを配布（投函）　

■問い合わせ　県安房土木事務所建築宅地課〔☎０４７０（２２）４３４

０〕または、都市建設課〔☎（７０９３）７８３５〕へ

［第１部］青少年健全育成作文・標語の表彰、発表

　（１時３０分～）

［第２部］青少年育成指導者研修会

　（２時３０分ごろ～）

　こども環境デザイン研究所（埼玉県越谷市）

代表の矢生(やおい)秀仁(ひでひと)氏を講師に迎え、「くらべない子育て

　じぶん育て～こどもの遊びと体験と自己肯定感のはなし～」をテーマに

講演。何気ない「遊び」、「体験」がいかに子どもの自信や自己肯定感を

育んでいくことにつながるのかを、子どもの遊び環境や学校教育、保育現

場の様子を交えながら、分かりやすくお話しいただきます。

■問い合わせ　生涯学習課〔☎（７０９４）０５１５〕へ。申込不要

名作とふれあう上映会

エリック・
 　カールの
絵本を
  楽しもう
12/8（土）
時間

市立図書館場所
午前10時から11時まで

11/25（日）午後１時30分から４時ごろまでふれあいセンター
英語のおはなし会

◎市民皆さんも、今一度ご自宅のブロック塀などの自主点検をしてくださ
い。もし不適合な箇所が見受けられる場合は、改修などの検討をお願いし
ます。なお、都市建設課でも点検チェックポイント資料を配布しています。

青少年健全育成推進大会で講演会
「くらべない子育て じぶん育て」

鴨川汐入公園周辺をきれいにしよう
日　　時　１２月２日（日）午前８時～９時

集合場所　鴨川汐入公園入口付近

内　　容　「まるごみ千葉」と共催。bayFM DJ.KOUSAKUさんとごみ拾

い。小雨決行、悪天候中止。詳しくは、鴨川まるごみ実行委員会の椎野さ

ん〔☎（７０９２）９９７７〕へ。
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献血に
ご協力を

期日　８月２日（木）
時間　午前10時～11時45分
場所　鴨川市役所
※献血カードをお持ちください

　 健康推進課
〔☎（7093）7111〕へ
問

時　間

亀田総合病院
午前１０時～午後０時３０分、
午後１時４５分～３時３０分

期　日

９月６日（木）

※献血カードをお持ちください

場　所
献血にご協力を

薬　局　名期　日 病　院　名
休日の救急医療機関・救急薬局〔8月〕

◎毎日24時間体制で受付　（救急当番医ではありません）
　亀田総合病院 ☎（7092）2211（内・外・小児・産・耳鼻・眼科）

11日（土・祝）
市立国保病院

（内・外・小児科）
☎(7097)1221

川上回新堂薬局（南小町）
☎（7097）1133
安川薬局（大川面）
☎（7097）1777

12日（日）
19日（日）
26日（日）

安房地域医療センター
（内・外・小児科）
☎0470(25)5111

－

5日（日）
東条病院

（内・整形外科）
☎(7092)1207

鴨川鈴薬局東条店
☎（7093）7087

薬　局　名期　日 病　院　名
休日の救急医療機関・救急薬局〔5月〕

◎毎日24時間体制で受付　（救急当番医ではありません）
　亀田総合病院 ☎（7092）2211（内・外・小児・産・耳鼻・眼科）

  5日（土・祝）
13日（日）
20日（日）
27日（日）

安房地域医療センター
（内・外・小児科）
☎0470(25)5111

－

3日（木・祝）
市立国保病院

（内・外・小児科）
☎(7097)1221

川上回新堂薬局（南小町）
☎（7097）1133
安川薬局（大川面）
☎（7097）1777

4日（金・祝）
石川外科内科クリニック
（内・外・小児科）
☎(7092)5210

フジヒラ薬局鴨川店
☎（7092）1951

6日（日）
東条病院

（内・整形外科）
☎(7092)1207

鴨川鈴薬局東条店
☎（7093）7087

時　間
ふれあいセンター午前１０時～正午

期　日
　５月１１日（金）

※献血カードをお持ちください

場　所
献血にご協力を

1月11日（木）・18日（木）・25日（木）、2月1日（木）
・8日（木）〔全５回〕午後１時30分から４時まで

パパママ学級
日　時

ふれあいセンター
来年４月から７月までに出産予定の方と家族

場　所
対象者

妊娠中の過ごし方や栄養、出産準備のお話や妊婦体操、
赤ちゃんの沐浴実習など内　容

　鴨川市商工会では、スタンプラリ
ー「かもらり」を実施します。次の
期間中に、商工会に加盟するお店
を利用すると、スタンプカードに１
つスタンプをもらうことができま
す。5店舗回ると豪華賞品が当たる
抽選に応募できます。どうぞ、年末
のお買い物には、商工会加盟店を
ご利用ください。
期間　12月31日（月）まで
参加店舗　１５１店
賞品　豪華商品多数。参加店舗の
店頭ポスターなどでご確認くだ
さい
抽選日　来年１月中旬
※当選者には直接連絡します
※加盟店などは、ホームページ
（http://www.ka
mogawa.or.jp/）
または市商工会
〔☎（7092）0320〕
でお知らせします

　市では、「成人式」への案内状を
新成人の方へ発送しました。
　市外へ転出している方で式典に
参加を希望する場合や、案内状が
届かない方などは、生涯学習課へ
ご連絡ください。
　また、すでに案内状が届いた方
は、式典の出欠について、同封の返
信はがきに記入のうえ、11月30日
（金）までに返送ください。
対象者　平成10年4月2日～平成
11年4月１日生まれの市内在住
者・出身者
問い合わせ　生涯学習課〔☎（709
　4）0515〕へ

お知らせ
お店を巡って
スタンプゲット！
「かもらり」

成人式の案内状 
届かない方は連絡を

■赤ちゃんデー
期日　11月20日（火）
時間　午前9時～正午
　（身体計測の受付は11時まで）
場所　ふれあいセンター2階コミ
ュニティホール
対象　１歳未満児と保護者
内容　赤ちゃんがのびのびと遊べ
る環境で親子同士の交流。身
長・体重も測れます（計測を希望
する方は母子手帳を持参）。発達
や栄養についての相談も。オムツ
替えの時に使用するシートやタ
オルをお持ちください
 ぴよぴよタイム（11：30～）
　親子ふれあい遊びや「赤ちゃん
の皮膚のスキンケアについて」の話
など
※１歳未満児と保護者のみの利用
となりますが、各子育て支援室
（長狭・江見・天津・ＯＵＲＳ）も
通常どおり開室しています

■はかってみよう！
期日　11月21日(水)
時間　午前9時30分～11時30分

イベント・催し物
遊びにおいでよ！
子育て支援室 日程　来年１月18日（金）午後5時

30分に文化体育館集合・出発。
鴨川着は20日（日）の午後8時
15分ごろ到着予定
行き先　新潟県舞子スノーリゾート
（バス利用）
対象　市内小学4年生～6年生
募集人員　80人（定員を超えた場
合は抽選。後日、結果を通知し
ます）
参加費　2万円（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
26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

参加者の募集 
小学４年～６年生
新潟県でスキー教室

　（身体計測の受付は11時まで）
場所　ＯＵＲＳ子育て支援室
内容　身長・体重の計測や発達・
栄養の相談（計測を希望する方
は母子手帳を持参）

■おはなしシアター
日時　①11月22日(木)　②11月
25日（日）午前10時30分～
場所と内容
①長狭＝パネルシアター「５つのメ
ロンパン」、江見＝パネルシアタ
ー「モクモクくものレストラン」、
天津＝パネルシアター「だれの
手？」、②ＯＵＲＳ＝パネルシアタ
ー「びっくりばこ」

■つくってみよう！
期日　11月27日（火）
時間　午前9時30分～11時30分
場所　長狭・江見・天津・ＯＵＲＳ
各子育て支援室
内容　親子で「アンパンマンのクリ
スマスリース」を作ろう！

◎赤ちゃんデー以外、対象は0歳～
3歳児のお子さんと保護者。いず
れも予約不要
問い合わせ　子ども支援課〔☎
（7093）7113〕へ

（http://www.ka
mogawa.or.jp/）
または市商工会
〔☎（7092）0320〕
でお知らせします

黄色ののぼりが目印です▲

小学校半径５００ｍ以内の
通学路 コンクリートブロック塀

点検調査を行います

午後１時30分～

　4歳ごろから小学校低学年までを
対象に、絵本の読み聞かせや手遊び
など。
絵本タイトル
▷「うみの100かいだてのいえ」（大
型絵本）
▷「ずっと友だちだよ　青い目の人
形」（紙芝居）
※詳しくは、市立図書館〔☎（7092）
　0312〕へ

　幼児から小学校低学年までを対象に、絵本の
読み聞かせや手遊びうたなど。参加費は無料。
絵本タイトル
▶「こんくんのおんがくはっぴょうかい」
▶「世界は気になることばかり」

　映画鑑賞の楽しみや原作など本への関心をより多く
の方に持ってもらおうと、書籍化されている映画作品を
上映。作品は、フィリップ・プルマン作のファンタジー小
説を映画化した「ライラの冒険　黄金の羅針盤」（2008
年公開）。動物の姿をした守護精霊“ダイモン”と人間
が生命を共有している世界で、少女ライラは“黄金の羅
針盤”を手に旅立つ。入場は無料。予約不要。

＜対象＞　幼児から小学生まで
＜内容＞　エリック・カールの絵本を
使い、読み聞かせやクイズ、クラフト
（工作）など、すべて英語で行う楽し
いイベント。クラフトでは絵本に出てく
る「雪の結晶」を作成
＜講師＞　市内在住、英語塾講師の
ジェナヴィーブ・ワグナーさん（元鴨川
市ＡＬＴ）。国際姉妹都市・マニトワッ
ク市出身

おはなしひろば 11/24（土）
時間

市立図書館場所
午後１時30分～

ライラの冒険 ー黄金の羅針盤ー
12/9（日）

時間
市立図書館場所
午後１時30分～

図書つうしんが
ダイ  スキ！
本本 市立図書館

〔☎（7092）0312〕

　市と県では、児童が安全・安心に通学できるよう、小学校を中心とした

半径５００ｍ区域内の通学路に面している、コンクリートブロック塀の危

険個所を点検します。これは、今年６月に起きた大阪府北部地震でブロッ

ク塀が倒壊し、児童が死亡するという痛ましい事故を受けて、実施するも

のです。

　点検対象となったご家庭には、点検結果や点検のチェックポイント資

料などを配布します。それを参考に、安全対策に万全を期すようお願いし

ます。

■対象　小学校を中心とした半径約５００ｍの区域内の通学路に面し、

高さが１.２ｍを超えるブロック塀など（石積みも含む）

■点検員　県職員、市職員

■期間　１２月４日（火）から来年２月２７日（水）まで

■内容　対象となるブロック塀を通学路から目視点検、点検結果のお知

らせや点検チェックポイント資料などを配布（投函）　

■問い合わせ　県安房土木事務所建築宅地課〔☎０４７０（２２）４３４

０〕または、都市建設課〔☎（７０９３）７８３５〕へ

［第１部］青少年健全育成作文・標語の表彰、発表

　（１時３０分～）

［第２部］青少年育成指導者研修会

　（２時３０分ごろ～）

　こども環境デザイン研究所（埼玉県越谷市）

代表の矢生(やおい)秀仁(ひでひと)氏を講師に迎え、「くらべない子育て

　じぶん育て～こどもの遊びと体験と自己肯定感のはなし～」をテーマに

講演。何気ない「遊び」、「体験」がいかに子どもの自信や自己肯定感を

育んでいくことにつながるのかを、子どもの遊び環境や学校教育、保育現

場の様子を交えながら、分かりやすくお話しいただきます。

■問い合わせ　生涯学習課〔☎（７０９４）０５１５〕へ。申込不要

名作とふれあう上映会

エリック・
 　カールの
絵本を
  楽しもう
12/8（土）
時間

市立図書館場所
午前10時から11時まで

11/25（日）午後１時30分から４時ごろまでふれあいセンター
英語のおはなし会

◎市民皆さんも、今一度ご自宅のブロック塀などの自主点検をしてくださ
い。もし不適合な箇所が見受けられる場合は、改修などの検討をお願いし
ます。なお、都市建設課でも点検チェックポイント資料を配布しています。

青少年健全育成推進大会で講演会
「くらべない子育て じぶん育て」

鴨川汐入公園周辺をきれいにしよう
日　　時　１２月２日（土）午前８時～９時

集合場所　鴨川汐入公園入口付近

内　　容　「まるごみ千葉」と共催。bayFM DJ.KOUSAKUさんとごみ拾

い。小雨決行、悪天候中止。詳しくは、鴨川まるごみ実行委員会の椎野さ

ん〔☎（７０９２）９９７７〕へ。
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10.26（金）～28（日）
午後４時30分から午後８時まで　
　3,000本のたいまつと、10,000本の　
ＬＥＤで織りなす大山千枚田の夜景　

・地元郷土芸能のステージイベント
・棚田の夜市（地元物産品の販売・飲食等の提供）
・エンディング花火
荒天の場合は内容が変更になる場合があります。
【参加費】　１人1,000円。前売り１人800円は、
鴨川駅前観光案内所、棚田倶楽部などで販売
【駐車場】　総合運動施設の陸上競技場（午後３時から開設）
※シャトルバスを運行します

【問い合わせ】
棚田の夜祭り実行委員会
事務局の（一社）鴨川市観
光協会〔☎（7092）0086〕へ

■掲　載　枠 縦47ｍｍ×横85ｍｍ（最終ページ4枠）
■掲　載　料 市内＝１０，０００円／１回
 市外＝１５，０００円／１回
■申し込み期限 各号の発行日40日前まで
※掲載対象は市内外の企業や個人経営者など。応募
　多数の場合は抽選。申し込み方法など詳しくは、
　秘書広報課広報広聴係〔☎（7093）7842〕へ

広告主を随時募集広

報か
もがわ●

　
●

　 ● 　 ● 　 ●
　

●
有料
広告

★特典多数あります
TELにてご予約ください

早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!早めの予約で安心を!!
もうすぐ♪中学生♪
早めの予約で安心を!!
鴨川中学校・長狭学園
学生服予約承り中

※

イ
メ
ー
ジ
写
真
で
す

ミドリヤ洋品店
千葉県鴨川市貝渚3121  TEL 04（7092）0090

広報取材中に出会った、
「輝いている皆さん」
を紹介します！

広報取材中に出会った、
「輝いている皆さん」
を紹介します！

大きいのがとれたよ！東条保育園でイモ掘り大きいのがとれたよ！東条保育園でイモ掘り

友好の絆いつまでも
マニトワック市民訪問団と交流

　アメリカ・マニトワック市から市民

訪問団２９人が鴨川を訪れ、市民と

交流しました。１０月１８日に到着し

た一行は、記念式典に出席したほ

か、小湊小学校や清澄寺を訪問。子

どもたちとの時間を過ごしたり、日

本文化を体験したりしました。

　２２日の最終日

には、再会を約束

してハグするな

ど、名残惜しんで

いました。

　東条保育園でサツマイモ掘りが行われました。近所の方が用意した畑に到着した

園児たちは、手や服を泥だらけにしながら土を掘り返して収穫。掘り出したイモを重そ

うに抱えながら、「こっちの方が大きいよ」と見比べていました。抱えきれないほどの

お土産を手にした子どもたちは、おうちでふかしたり焼きイモにしたりと、それぞれ秋

の味覚を堪能しました。

▲姉妹都市25周年をお祝い

児童と一緒にゲーム▶
◀茶道にも挑戦
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古紙配合率30％再生紙を使用しています
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　前原横渚海岸に、幅９ｍ・高さ３.５ｍの巨大ウォールアートがお目見えし
ました。これは、鴨川青年会議所が“ＳＮＳ映え”する新たな観光スポットと
して集客しようと企画したもの。世界で活躍するアーティストＹｏｓｈｉ47さ
んが、同海岸のマリーナ防波堤に約１週間かけて描き上げました。市外か
ら訪れたという女性は、「こんな壁画があるなんてビックリ。とても写真映
えしますね」と言いながら、大きな口を空けるモンスターをバックに、記念撮
影をしていました。

巨
大
モ
ン
ス
タ
�
�

前
原
横
渚
海
岸
に
出
現
！

 
 事業仕分けを実施しました 2・3
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