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鎌足地区の人口・世帯数（令和 3 年 10 月１日現在） 

 

  

 緊急事態宣言の解除に伴い、公民館利用の

ガイドラインが緩和されました。 

〇利用時間の２時間制限がなくなりました。 

〇ソーシャルディスタンスの順守を前提に、

部屋の利用人数上限が緩和されます。 

〇合唱や詩吟などの活動も行えるようにな

りました。（不織布マスク着用など条件あり） 

※詳細は、ガイドライン（公民館窓口にて配

布）をご確認のうえ、窓口まで相談ください。 

ガイドラインの変更について 

 

 

 マイナンバーカードの写真撮影(無料)

から申請までのサポートを鎌足公民館で

実施します。手続きがお済みでない方は、

予約不要ですのでお気軽にお越しくださ

い。※所要時間 10 分程度 

 

◆本人確認書類について 次の「（A）から１点」または「（B）

から２点」をご持参ください。 

（A）運転免許証・運転経歴証明書（平成２４年４月以降）・

旅券・在留カード・身体障害者手帳 等 

（B）健康保険証・介護保険証・医療受給者証・年金証書・学

生証・社員証・母子健康手帳 等 

＊有効期限がある証明書は、有効期限内のものに限ります。

上記の証明書をお持ちでない方は、市民課までお問い合わ

せください。問合せ先：市民課 TEL23-7291 

 

鎌足公民館 健康講座 参加者募集中！ 

病気から身を守るためには自分の体の免疫力

を高めるのが一番です。東洋医学の観点から体

の不調への対処法や予防について学びます。 

自分の身体と対話しながら整えたい方、是非ご

参加ください。 

◆日時 11/17（水） 12/1（水） 15（水） 

1/12（水） 26（水） 18:30～19：45 

◆講師 木更津杏林堂 院長 金井正博先生 

◆参加方法 ①来館受講（定員 20名・先着順） 

②オンライン（Zoom）受講（定員なし） 

◆参加費 無料 ◆場所 鎌足公民館 研修室 

◆問合せ・申込み先 鎌足公民館まで 

※住所・氏名・電話番号・参加方法をご連絡くださ

い。 TEL＆FAX：52-3111 

鎌足公民館まで住所氏住 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～鎌足公民館だより～ 

こんにちは 

公 民 館 
です 

〒292-0812 千葉県木更津市矢那 899-1 鎌足公民館 

発行責任者 館長 佐藤千明 

TEL/FAX ０４３８（５２）３１１１ 

mail kamatari-k@city.kisarazu.lg.jp 

HP  http://www.city.kisarazu.lg.jp/shisei/ 

soshiki/kakuka/1001997.html 

10月号 

【令和４年（2022年）版 鎌足桜カレンンダー頒布のお知らせ】 10月 5日から「鎌足桜カレンダー」

の頒布を開始しました。申込み先：鎌足桜保存会事務局（鎌足公民館内）TEL&FAX 0438-52-3111 

の 
 

～小学校・サークル合同作品展～ 

◆日時 11 月 2 日（火）～7 日（日）9 時～21 時 

   ※11 月 3 日（水・祝）を除く 

また、11 月 7 日（日）は 15 時まで 

◆会場 鎌足公民館 研修室 

◆出展団体 鎌足小学校・鎌足絵手紙・鎌足ふるさと

かるた会・鎌足浮書絵会・木彫サークル・

鎌足撮ろう会 
 
マイナンバーカードの出張申請受付 

サークル・団体有志が展示会を開催します！ 

ぜひお越しください!! 

 

町　　名 日本人 外国人
複数
国籍

世帯数
合計

先月比 前年比 日本人 外国人 合計 日本人 外国人 合計
人口
合計

先月比 前年比

矢　　那 829 68 10 907 -11 -5 974 47 1,021 944 38 982 2,003 ＋2 -4
草　　敷 59 0 1 60 -2 ±0 75 1 76 66 0 66 142 -1 -4

かずさ鎌足２丁目 12 0 0 12 ＋1 ＋2 9 0 9 3 0 3 12 ＋1 ＋2
合　　計 900 68 11 979 -12 -3 1,058 48 1,106 1,013 38 1,051 2,157 ＋2 -6

世 帯 数
人　　口

男 女 比較

◆日時 11 月 11 日（木） 10 時～15 時  

◆場所 鎌足公民館 研修室 

◆持ち物 ①本人確認書類 ②通知カード ③住民基本

台帳カード ④国から送付された申請書＊③・④につ

いては、現在お持ちの方のみご持参ください。 
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（木更津市オーガニックアクションパートナーズ） 

 

 

秋らしくなってきました。10 月

31 日はハロウィンです。木更津市

矢那産の白カボチャを使用して素材

の味を楽しむ為にだしを使用しない

一品をご紹介します。 

 

日時：１１月２１日(日) 9：30～10：30 対象：市内在住 65歳以上の人 参加費：無料 

持ち物：飲み物・タオル・運動靴・マスク 問合せ先：高齢者福祉課(23－2630） 

 

日時：１１月９日(火) 10：00～11：00 問合せ先：南部地域包括支援センター(37－4811） 

 

【材料】 

かぼちゃ…1/4 玉 

（500～600ｇ） 

砂糖…大さじ 4 

醤油…大さじ 1 

塩…小さじ 1/2 
 

 

【作り方】 

１．かぼちゃは、種とワタを除いて、3～4 ㎝角に切ります。 

２．切ったかぼちゃを重ならない大きさの鍋に移します。こ

の時、かぼちゃの皮を上にして広げ入れるとよいです。 

３．鍋に水 500ml を加えて中火にかけ、沸くのを待ちます。 

４．沸いたらアクをとり、砂糖大さじ 4 を加え、中火でコト

コト 10 分煮ます。 

５．10 分後に醤油大さじ 1 と塩小さじ 1/2 を加えます。こ

こでは箸で混ぜず、鍋を傾けるなどして調味料をいきわた

らせます。醤油と塩を加えた後は 5～7 分ほど、大きめの

かぼちゃにしっかり火が通るまで煮ます。 

 木更津ユネスコ協会“世界寺子屋運動”を実施中です 

～書き損じハガキ回収にご協力をお願いします～ 
※鎌足公民館玄関ロビーに回収ポストを設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大井さんの すぐに作れる“簡単レシピ” ご紹介します   VOL.10 

『かぼちゃの煮物』              レシピ：大井雄一 

◆介護相談・高齢者見守りキーホルダー お申込み・更新手続きができます。

 
◆高齢者のための自立生活体操  

鎌足ふるさとかるた会 
「椎名勘解由家種」の墓石跡を記す 立看板を設置しました 

 鎌足公民館を拠点に活動する「鎌足ふるさとかるた会」

は、９月２１日、鎌足地区の史跡のひとつである弓の名

人『椎名勘解由家種（しいなかげゆつねたね）の墓石跡』を記

す立看板を栖安寺（せいあんじ）近くの現地に立てました。 

この墓石跡は、～矢那地区の亀甲山（かめのこうやま）に

は天文 10（西暦 1541）年里見安房守の家臣・斎藤豊前（さ

いとうぶぜん）の築城した大坪城があった。その家臣たちの

弓の練習場として三方に土塁をめぐらし、流れ矢を防ぐ

「垜（あずち）＝弓場で的をかかげるために、土又は細か

い川砂などで土手のように固めた盛土」と、その下には

東西 60m・南北 54m、広さ約 900坪の「矢場（やば）」があ

り、その遺構を示すもの～。そこには椎名勘解由家種の

墓石跡を表す『五輪塔（高さ 65㎝・幅 95㎝）』（供養塔

の一種）が建立されており、約 400年前（今年で 406年）

からの時の流れを静かに見守っていましたが、10年ほど

前に椎名家が墓所を共同墓地・文殊堂（もんじゅどう）に移

した際、五輪塔も共同墓地に移されています。 

これを知った３人は、貴重な歴史や伝説が風化し忘れ

られてしまう危機感から、矢場や垜、弓の名手・椎名勘

解由家種の墓石の五輪塔などを後世に語り継ぎたいと、

墓石跡を示す看板を設置することになりました。 

鎌足ふるさとかるた会の皆さんの熱い想いを感じに、

墓石跡を訪ねてみてはいかがですか？ 

鎌足ふるさとかるた会の３人 

2 日（火）～7 日（日）「秋のかまたり展」 

※3 日（水・祝）を除く 

12 日（金）「鎌足桜学級」13 時 30 分～ 

まち協 役員会 19 時 45 分～ 

17 日（水）「健康講座」18 時 30 分～ 

19 日（金）「鎌足桜学級」13 時 30 分～ 

25 日（木）「公民館の窓に絵を描こう」 

15 時～ 

27 日（土）「映画上映会」13 時 45 分～ 

      「公民館カフェ」15 時～ 

      まち協 第２回総会 16 時～ 

28 日（日）防災訓練 

 

27 日（土）まち協総会 16 時～ 

26 日（金）「どんぐり山の親子くらぶ」10

時 30 分～ 

※感染状況によって、変更となる場合があります。 

 公民館カレンダー 

 <11 月の予定> 

立看板の前で 


