
羽
は

賀
が

理
ま さ

之
ゆ き

選手（31歳）
松戸市在住。「A

アックス

XE」所属
「日本は現在世界ランク3位と、
メダルに近い競技です。応援よ
ろしくお願いします」

ウィルチェアーラグビー
（車いすラグビー）

松戸ゆかりの選手を
応援しよう！

ブラジル・リオデジャネイロで、4年に1度のスポーツの祭典が開かれます。

松戸ゆかりの選手の活躍を願って、熱い声援を送りましょう。

ナウルチョサテキ選手（32歳）
流通経済大学卒業。同大学柔道部
コーチ。フィジー代表として出場
「柔道の環境を与えてくれた大
学に感謝し、2大会目のオリン
ピックをがんばってきます」

柔道（81kg級）

大
お お

黒
く ろ

田
だ

裕
ゆ

芽
め

選手（22歳）
松戸少年ラグビースクール出
身。立正大学在学。「アルカス熊
谷」所属
「キックを中心に見てもらえる
とうれしいです。金メダルを目
指してがんばります」

女子7人制ラグビー

横
よ こ

尾
お

千
ち

里
さ と

選手（24歳）
松戸少年ラグビースクール出
身。松戸市在住。「東京フェ
ニックスラグビークラブ」所属
「リオのフィールドで得意のタッ
クルを決めて、金メダルを取り
たいです」

女子7人制ラグビー

松
ま つ

本
も と

潮
な み

霞
か

選手（24歳）
松戸国際高校卒業。「A

アルソック

LSOK」
所属
「せっかくのチャンスなので、悔
いのないように世界で戦います」

ウェイトリフティング（63kg級）

合
ご う

谷
や

和
か ず

弘
ひ ろ

選手（23歳）
流通経済大学卒業。「クボタスピ
アーズ」所属
「メダルをとることが、支えて
くれた人への恩返しになると思
うので、全力で頑張ります」

男子7人制ラグビー

加
か

藤
と う

友
ゆ

里
り

恵
え

選手（29歳）
松戸市出身。「ペリエ・グリーン
タワー・稲毛インター」所属

トライアスロン

田
た

山
や ま

寛
ひ ろ

豪
か つ

選手（34歳）
流通経済大学卒業。同大学勤務。
アテネから4大会連続出場
「4回目となるオリンピックの集
大成として挑戦します」

トライアスロン

竹
た け

守
も り

彪
たけし

選手（22歳）
松戸市在住。市内チーム「T

ト

O
M
マックス

AX」所属
「出場するからには最低でもメダ
ル、最高で1位を目指します！」

卓球

森
も り

下
し た

友
ゆ う

紀
き

選手（19歳）
松戸市在住。昭和女子大学在
学。「千葉ミラクルズスイミン
グクラブ」所属
「水泳はもちろん、パラリンピッ
クならではの競技に注目しても
らえるとうれしいです」

水泳

政策推進課東京オリンピック・パラリンピック推進担当☎366－7072

オリンピック
8月5日～21日
（日本時間8月6日㈯～22日㈪）

パラリンピック
9月7日～18日
（日本時間9月8日㈭～19日㈷）

リオデジャネイロ　オリンピック・パラリンピック

「初出場となるオリンピック。
未知の可能性を信じて精一杯
戦っていきたいです」

ⒸSatoshi TAKASAKI/JTU

ⒸSatoshi TAKASAKI/JTU

ⒸSatoshi TAKASAKI/JTU

8/1
2016（平成28年）

No.1550

●市職員を募集します
●ひとり親家庭の高卒認定試験合格支援
●松戸宿坂川献灯まつり
●お盆期間中の急病救急医療
●伊勢丹松戸店「キドキド」に無料ご招待
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　　終戦記念日の8月15日㈪正午に各職場や家庭で1分間の黙とうをお願いします。　問総務課☎366－7305

大気汚染物質の発生を抑えるために
● 自動車の不要なアイドリングや空ぶかし・急発
進・急加速はやめましょう。

● 野焼き等によるごみの焼却はできません。適正
に処理しましょう。

　二酸化硫黄・浮遊粒子状物質・二酸化窒素は全ての測定
局で環境基準を達成しました。一方、光化学オキシダント
は全ての局で環境基準未達成でした。
　東葛地域の光化学スモッグ注意報発令日数は5日（松戸
市は全て該当）で、健康被害の発生はありませんでした。
　微小粒子状物質（PM2.5）は、27年度は一般大気測定
局では環境基準を達成していますが、自動車排出ガス測定
局では未達成となっており、今後も監視を継続します。

 問環境保全課
　 ☎366－7337

平成27年度測定結果

環境基準（環境上の条件）
二酸化窒素 1時間値の 1日平均値が 0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン

内またはそれ以下であること
浮遊粒子状物質 1時間値の1日平均値が 0.10ｍｇ/㎥以下であり、かつ1時間値

が 0.20mg/㎥以下であること
ベンゼン 年平均値が 3.0μg/㎥以下であること
微小粒子状物質
（PM2.5）

1 年平均値が 15μg/㎥以下であり、かつ 1日平均値の 98%値
が 35μg/㎥以下であること

二酸化
窒素

〔98%値〕
（ppm）

適否
浮遊粒子状
物質

〔2%除外値〕
（mg/㎥）

適否
ベンゼン

〔年平均値〕
（μｇ/㎥）

適否
微小粒子状物質
(PM2.5) 適否〔98％値〕

（μｇ/㎥）
〔年平均値〕
（μｇ/㎥）

一般大気
測定局

根本 0.036 適 0.032 適 1.1 適 34.0 13.5 適
五香 0.033 適 0.059 適 1.3 適 ※測定なし ー
二ツ木 0.035 適 0.045 適 1.4 適 ー

自動車
排ガス局 上本郷 0.047 適 0.044 適 1.3 適 35.0 17.0 否

項目

測定局名

　また、有害大気汚染物質のベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエ
チレンおよびジクロロメタンは、市内全ての測定局で環境基準を達成しました。

　特別児童扶養手当の所得状況届、特別障
害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手
当の現況届の用紙を8月上旬に送付しますの
で、障害福祉課へ提出してください。提出
がないと8月分以降の手当を受給できない
場合がありますので、ご注意ください。
提出期間8月12日㈮～9月12日㈪

　受付期間9月30日㈮まで　対象団体が行う公益性の高い市民
活動（1団体1事業）　助成金①スタート助成（10万円以内）②ス
テップアップ助成（30万円以内）
※募集要項は市民自治課およびまつど市民活動サポートセンター
で配布している他、市ホームページからダウンロード可。 ※平
成28年度分の助成事業は市ホームページをご覧ください。

市職員の給与明細書に掲載する広告を募集 要申込

障害児（者）手当
の現況届等を
提出してください
問障害福祉課☎366－7348

市民活動助成事業説明会を開催
8月6日㈯10時～11時　会場市役所議会棟2階第3委員会室

　市職員の給与明細書は１回当たり約5,000人の職員（臨時職員含む）に配布さ
れます。
募集内容平成28年12月期末勤勉手当から平成29年5月例月給与までの7回分
募集枠数3枠　募集期間8月31日㈬まで　広告寸法1枠につき縦68mm×横
179mm以内　色青赤2色刷り　広告掲載料1枠につき7回分で120,000円以上
（税込み）  ※版代および印刷費用は市が負担。 ※広告基準に適合する申込者の
うち金額の高い順に3つの広告を決定し通知。※申込書等は人事課で配布また
は市ホームページからダウンロード可。
申事前に人事課から確認を受けた原稿案を申込書に添付して、直接同課（☎366－
7306）へ

　受験案内書配布期間・方法8月10日㈬まで、市ホームペー
ジまたは人事課（土・日曜日を除く）で配布　申込方法8月10
日㈬〔消印有効〕までに、郵送で　試験日9月18日㈰　会場
流通経済大学新松戸キャンパス他　受験資格①昭和32年4月2
日～昭和61年4月1日の間に生まれた人②身体障害者福祉法第
15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている人で、次の
要件を全て満たす人●昭和51年4月2日以降に生まれた人●自
力により通勤ができ、かつ介護者なしに職務の遂行ができる人
●通常の勤務時間（原則週38時間45分、1日7時間45分）に
勤務することができる人●活字印刷文による出題に対応できる
人③昭和63年4月2日以降に生まれた人④平成2年4月2日以降
に生まれた人⑤昭和61年4月2日以降に生まれた人⑥昭和32年
4月2日以降に生まれた人⑦平成4年４月2日以降に生まれた人 ※民間企業等職務経験者採用試験の教養試験は、事前の公務員試験対策を必要としない内容です。 

※詳細は受験案内書でご確認ください。

市職員を募集します市職員を募集します

7月10日執行  参議院議員通常選挙
千葉県選出議員選挙の結果

問人事課☎366－7306

問市選挙管理
委員会事務局
☎366－7386

試験区分 募集人数 受験
資格 その他の受験資格

民
間
企
業
等

職
務
経
験
者

行
政
職

事務職 10人程度

①
民間企業等での職務経験が平成28年7月31日現在
で、直近7年中5年以上ある人、技術職の場合は各試
験区分に対応する設計・施工管理に関する職務経験
が直近7年中5年以上ある人

技術職（土木） 3人程度
技術職（建築） 若干名
技術職（電気） 若干名
技術職（機械） 若干名

上
記
以
外

行
政
職

身体障害者
上級事務職 3人程度 ②

大学を卒業または平成28年度卒業見込みの人
身体障害者
初級事務職

短期大学、高等専門学校もしくは高等学校を卒業ま
たは平成28年度卒業見込みの人

初級事務職 若干名 ③
④

③短期大学もしくは高等専門学校④高等学校を卒業
または平成28年度卒業見込みの人

栄養士 若干名 ⑤ 栄養士の資格を有する人または平成29年3月末まで
に取得見込みの人

調理員 5人程度 ⑥ 調理師免許を有する人または平成29年3月末までに
取得見込みの人

消
防
職

上級

15人程度 ⑦

大学を卒業または平成28年度卒業見込みの人

初級
短期大学もしくは高等専門学校を卒業または平成
28年度卒業見込みの人
高等学校を卒業または平成28年度卒業見込みの人

届出
番号 候補者氏名 党派名 得票数

松戸市 千葉県
1 浅野　ふみ子 日本共産党 32,511票 351,561票
2 もとえ　太一郎 自由民主党 40,288票 577,392票
3 小西　ひろゆき 民進党 39,009票 472,219票
4 猪口　邦子 自由民主党 58,500票 760,093票
5 古川　ゆうぞう 幸福実現党 1,771票 23,777票
6 高橋　正夫 無所属 4,993票 57,329票
7 水野　けんいち 民進党 18,386票 314,670票

8 香取　まさかず 日本のこころを
大切にする党 4,466票 50,098票

当日有権者数
（松戸市）

投票者数
（松戸市）

投票率
松戸市 千葉県

計 405,648人 209,708人 51.70％ 52.02％
男 202,129人 104,841人 51.87％ 52.36％
女 203,519人 104,867人 51.53％ 51.68％

　対象者次の要件を全て満たすひとり親家庭の親またはその20歳未満の子●親が児
童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある●高卒認定試験に合格す
ることが適職に就くために必要と認められる　※高校に在籍している場合は対象外。
対象講座高卒認定試験の合格を目指す講座（通信制講座を含む）で市長が認めたも
の　 支給内容受講修了時助成金＝受講を修了した際に受講費用の2割（上限10万円）
を支給、合格時助成金＝受講修了後2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合
に、受講費用の4割（受講修了時助成金と併せて上限15万円）を支給　※原則希望
講座受講開始前に、就業支援専門員と面談して申請を行い、対象講座の指定を受け
る必要があります。

市民活動助成制度市民活動助成制度のの事業事業をを募集募集しますします
問市民自治課☎366－7062

当

当

当

平成29年度実施分

（改選数3人）

高等学校卒業程度認定試験
ひとり親家庭の合格を支援します
問子育て支援課☎366－7347

●広報まつど　2016年（平成 28年）8月1日
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戦争により亡くなられた皆様のご冥福と世界の平和を祈り、原子爆弾が投下された8月6日㈯8時15分（広島）・9日㈫11時2分（長崎）と 　

マークは協働事業です。
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用（記載のないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先掲 示 板

シルバー人材センター　シニアパソコン教室 要申込

六実市民センター本館の空調機改修工
事のため11月1日㈫～平成29年3月15
日㈬まで、2階ホール・第1和室・茶室・料
理教室は利用できません
　六実市民センター別館、六実支所は通
常どおり運営します　 六実支所☎385－
0113

二十世紀が丘市民センターと図書館分館
は12月5日㈪～7日㈬の間、キュービクル
（電気設備）改修工事のため休館します
矢切支所☎362－3181

さわらび保育園松戸駅西口ルームが開園
します
所在地本町14の18松戸トシオビル1階　
開園予定日 9月1日㈭　年齢資格平成28年
4月1日現在0～2歳　保育時間月～金曜
日7時～19時、土曜日7時～17時　 0・
1・2歳児各6人　 幼児保育課入所入園
担当室☎366－7351

地域密着型特別養護老人ホーム「明
みょう

尽
じ ん

苑
え ん

」が開設されます
所在地金ケ作296の1　 要介護3～5認
定を受け在宅での介護が困難な人および
要介護1・2認定を受け特例入所要件に該
当する人　 29人（ユニット型）　※ショー
トステイは11人（ユニット型）　 同苑総務
課☎385－2220（平日9時～17時、施設
入所関係）、介護保険課☎366－7370（介
護保険制度について）

「涼
す ず

み処
どころ

」をご利用ください
　熱中症予防対策の一環として、施設の
一部を開放しています。利用時間は各施設
の開館時間となります　期間9月30日㈮ま
で　開放施設各老人福祉センター、総合福
祉会館、シニア交流センター、各市民セン
ター　 高齢者支援課☎366－7346

助産師の非常勤職員を募集
勤務時間平日週3～4日8時30分～15時
15分（6時間）　※応相談。　業務内容妊
婦・乳幼児のいる家庭への訪問や相談業務
助産師資格を所持し、市内医療機関に勤
務していない人　募集人数若干名　 電
話で子ども家庭相談課母子保健担当室☎
366－5180へ

建設業退職金共済制度をご活用ください
　国が掛金の一部を補助します。
建退共千葉県支部☎043－246－7379

人　※修了者には修了証を交付します。　
8月2日㈫・3日㈬各9時～16時の間に、
電話で救急課☎363－1145へ

馬橋市民センター講座「パワーポイント
初級講座」
8月9日㈫、9月13日㈫、10月18日㈫各
10時～12時　 同センター　 各先着
10人　 各1,000円　 8月5日㈮〔必
着〕までに、電話またはEメールに講座名・
住所・氏名・電話番号・年齢を記入して、同
センター☎342－9690、 mabashi@
td-f.co.jpへ

ふれあい教室「朗読をきくかい」
8月10日㈬10時～11時30分　 ふれ
あい22　 松戸朗読奉仕会会員による
短編・エッセー等の朗読　 障害者手帳を
持っている人等　 障害者福祉センター
☎383－7111

ひったくり撲滅を目指し「ひったくり防止
自転車かごカバー」を配布します
　カバーを取り付ける自転車でお越しくだ
さい（その場で取り付け、１人１個）。移動交
番車で警察への手続きや相談等もできま
す　 8月15日㈪10時～10時30分〔雨
天中止〕　 旭ケ丘第1公園（松戸2275）
先着100人　 市民安全課☎366－

7285

シティー・ミニコンサート～ショパンはい
かが？～
8月17日㈬12時15分～12時45分（11
時30分開場）　 市役所市議会議場　
曲目チェロ・ソナタより、エオリアン・ハープ
演奏者崎野敏明氏（チェロ）、楠山裕子氏
（ピアノ）　 先着150人　 当日会場
で　 生涯学習推進課☎367－7810（演
目）、市議会事務局☎366－7381（会場）

まつど市民活動サポートセンターの催し
市民活動助成制度サポート講座～助成金
を活用できる団体になろう～ 9月4日㈰
13時30分～16時30分（予定）　 同セン
ター　 NPO市民社会創造ファンド・山田
絵美氏　 先着30人　NPO・市民活動よ
ろず相談室・今さら聞けない！インターネッ
ト広報のはじめ方 8月27日㈯14時～
16時　 同センター　 先着10人　
スマートフォン・タブレットまたはノートパソ
コン  （新松戸出張）NPO・市民活動よろず
相談室 8月24日㈬14時～20時（1人50

退職金共済掛金助成制度をご活用ください
平成27年1月1日～6月30日の間に、中
小企業退職金共済制度および特定退職金
共済制度に新規で加入した従業員がいる
事業主　※申請書類は対象事業所宛に送
付します。　申請期間8月8日㈪～9月7日
㈬　 商工振興課☎711－6377へ

「協働のまちづくり講演会」ポスター
ブース出展団体募集
申込期間8月29日㈪まで　※8月30日㈫
に開催する説明会への参加必須。　 10
団体（選考あり）　※講演会は11月開催予
定。　 電話でNPOまつどNPO協議会・
山崎☎090－9826－3729へ

馬橋地区ふれあい広場出展（店）者説明会
9月3日㈯14時～15時30分　 馬橋東
市民センター　※ふれあい広場は11月6
日㈰第三中学校体育館で開催。　 8月
19日㈮までに、電話またはFAXで馬橋地
区社会福祉協議会☎ 346－2758へ

講座・講演・催し

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
8月4日㈭11時～11時30分　 ふれあ
い22　演奏者日

ひ

向
が

野
の

のりえ氏（歌）、德川
眞弓氏（ピアノ）　 ふれあい22☎383－
0022

庭から見よう！戸定邸
　庭園を歩くことができます　 8月5日
㈮・10日㈬・16日㈫・20日㈯・25日㈭・30
日㈫　※雨天の場合には翌開館日にも
庭園開放を実施します。　 戸定歴史館
☎362－2050

応急手当普及員講習会（応急手当の指導
者コース）〔全3回〕
8月8日㈪～10日㈬8時30分～17時　
消防局５階講堂　 心肺蘇生法、止血

法、AED使用法の指導要領　 普通救命
講習を受講済みで事業所または防災組織
で普通救命講習を指導する人　 先着20

分）　 新松戸市民活動支援コーナー
先着5人　共通 電話またはEメー

ルで同センター☎365－5522、 hai_
saposen@matsudo-sc.comへ

シルバー人材センター中高年英語教室
①英会話に必要な初級基礎英文法②発
音から始める英語学習（初中級）〔各全9
回〕
①9月2日～10月28日の毎週金曜日10
時15分～11時45分②8月31日～10月
26日の毎週水曜日15時～16時30分　
市民劇場他　 45歳以上の人　 各先
着15人　 各9,000円（別途教材費）　
8月8日㈪〔必着〕までに、はがきに住所・氏
名・年齢・電話番号・希望コースを記入して
〒271－0043松戸市旭町1の174　（公
社）松戸市シルバー人材センター中高年英
語教室係☎330－5005へ

M
みぃあ

IEA世界めぐり「スコットランドの話を
英語で聴いてみよう」
9月3日㈯13時30分～15時　 松戸

フューチャーセンター（文化ホール内） ※
生涯学習推進課と共催。  ナターシャ・パ
ターソン氏（スコットランド出身）　 先着
40人　 教材費（会員）300円、（非会員）
500円　 電話で（公財）松戸市国際交流
協会☎366－7310へ

ちば里山カレッジ「フォローアップ研修」
9月4日㈰9時30分～17時　 千葉県
緑化推進拠点施設（袖ケ浦市）　 里山活
動に役立つ実習・講義　 先着30人　
1,000円（保険料含む）　 8月31日㈬ま
でに、電話またはEメールでNPOちば里山
センター☎0438－62－8895、 info@
chiba-satoyama.netへ

会議

松戸市安全・快適まちづくり協議会
8月5日㈮14時から　 市役所議会棟2
階第3委員会室　傍聴定員先着5人（開会
15分前から受け付け）　 市民安全課☎
366－7285

松戸市病院事業経営計画推進懇話会
8月8日㈪14時から　 市立病院2号館
5階会議室　傍聴定員先着10人（開会10
分前から会場前で受け付け）　 経営企
画課☎363－2206

時間①③④⑥⑧⑬9時～12
時②⑤⑦⑨⑩⑪⑫13時～
16時　会場シニア交流セン
ター（⑦⑧は常盤平市民セ
ンター）　対象40歳以上の
人　費用①②各9,000円③
6,000円④～⑬各3,000円（別
途教材費各500円程度）
8月19日㈮〔必着〕まで

に、はがきまたはＦＡＸに
住所・氏名・電話番号・希望
コース・年齢を記入して、
〒271－0043松戸市旭町

1の174　（公社）松戸市シルバー人材センターシニアパソコン教室係 330－5008
（☎330－5005）へ

内容 日程
① パソコン入門〔全3回〕 9/  6㈫・13㈫・20㈫
② Word基礎〔全3回〕 9/  8㈭・15㈭・22㈷
③ インターネット〔全2回〕 9/  8㈭・15㈭
④ Windows10の操作 9/29㈭
⑤ デジカメ取込印刷 9/  7㈬
⑥ メールの操作 9/21㈬
⑦ タブレット入門 9/20㈫
⑧ スマートフォン 9/27㈫
⑨ ツイッター 9/  6㈫
⑩ ブログ 9/21㈬
⑪ Facebook 9/13㈫
⑫ ネットスーパーで買物 9/28㈬
⑬ 個人授業 9/28㈬（日程応相談）

　新松戸市民センターの全体改修工事に伴い、図書館新松戸分館を臨時休館します。
休館期間9月1日㈭～平成29年3月31日㈮　※期間中、返却ポストは利用できま
す。なお、紙芝居・CD・他市町村から借りた本は近くの分館へ返却してください。

市立図書館新松戸分館臨時休館のおしらせ市立図書館新松戸分館臨時休館のおしらせ 問図書館☎365－5115

※③⑤⑥は親と子でわかれます。
時間10時30分～11時45分　会場矢切公民館　講師臨床心理士・田口学
氏、保育士・神田奈保子氏他　対象3歳児程度の子どもとその保護者で、
全6回出席可能な人　定員先着7組程度　費用2,000円（材料費他）
8月8日㈪までに、電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

  日程 内容

①  9/  3㈯ 親子みんなで仲間づくり　ミッケ!!でさがそう

②  9/10㈯ 親も子もフィンガーペインティング

③  9/24㈯ 子ども=サンド粘土で砂遊び
親=パパ・ママ・子どもの良いとこ探し

④10/  1㈯ スヌーズレンで親も子も心のバランスを整えよう

⑤10/  8㈯ 子ども=紙粘土で秋の実ケーキを作ろう
親=上手なほめ方って？

⑥10/22㈯ 子ども=ハンカチマラカスでミニ演奏会
親=スペシャルタイムを作ろう

～子どもらしさを引き出す感覚遊びと
パパ・ママのためのしゃべり場～

まつどっ子Caféまつどっ子Café〔全6回〕〔全6回〕要申込
生涯学習推進課・こころの匠ネット共催事業

そう

遊びと
場場～

お知らせ
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4対象となる可能性のある人には申請書を送付しています。　 同給付金コールセンター☎366－8192

　松戸宿坂川献灯まつりは、とうもろこし市を始
めとする江戸時代からの伝統を残しながら、美し
さを取り戻した坂川の環境を融合し、次世代に継
承する「古くて新しいまつり」です。

中高年の再就職支援セミナー 要申込

建設総務課☎366－7357、道路維持課☎366－7358、 （県道）東葛飾土木事務所管理課☎364－5138

ちばレインボーバス㈱☎0476－46－0022
季節バスを運行します

同まつり実行委員会☎362－5356

①介護保険制度と認知症コース〔全3回〕 ②身体介護コース〔全4回〕
会場聖徳大学（松戸駅下車）　講師同大学社
会福祉学科教員　対象各コース全日程参加
できる市内在住の人　定員各先着①30人②
20人　費用無料
申 電話で介護保険課給付班☎366－7067へ

会場勤労会館　講師千葉県ジョブサポートセンター雇用就労相
談員　対象原則40～65歳で求職中の人　※ⒷはⒶの参加者が対
象。　定員先着Ⓐ20人Ⓑ4人　費用無料　※本セミナーおよび
個別相談は雇用保険受給中の就職活動実績となります。雇用保
険受給資格者証をお持ちの人は当日ご持参ください。
申 電話で商工振興課☎711－6377へ

　市では、今年度も重点整備地区に指定されている松戸駅周辺地区の工事を実施し、道路のバリアフ
リー化を推進しています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
■ カーブミラー・ガードレール等の破損や道路の陥没を発見した場合はご連絡ください。
■ 道路上空に突出している日よけや看板は、道路占用の申請と許可が必要です。占用料の納付が完了

していないと延滞金がかかる場合があります。
■ 道路上に無許可で看板・のぼり旗・商品等を置くことは法律により禁止されています。人や自転車・

自動車の通行の妨げとなり危険なのでやめましょう。
■ 民地から植栽等が道路にはみ出していると通行の妨げになりますので、剪

せ ん

定
て い

をお願いします。また、
出入り口等の道路上に「段差の乗り上げブロック」や「鉢植え」なども置かないようにしてください。

運行日8月13日㈯～15日㈪　運行区間新京成五香駅西口～旧六高台病院～六実駅
入口～白井聖地公園（片道約40分）
運行時間

※道路状況により遅れる場合があります。　※五香駅西口から白井聖地公園行き
は乗車のみ、白井聖地公園から五香駅西口行きは降車のみの運行。降車する停留
所を告げて運賃をお支払いください（運賃は前払い）。
運賃五香駅西口620円（618円）、旧六高台病院540円（536円）、六実駅入口
490円（490円）  ※かっこ内はICカード料金。※子どもの運賃は半額。

日時 内容
8/29㈪ 13:30

～

15:00

介護保険制度の理解と利用の仕方
8/30㈫ 認知症の理解と対応の仕方①
8/31㈬ 認知症の理解と対応の仕方②

日時 内容

9/5㈪ 11:00～12:30 基本的な介護技術・実技(移動）
13:30～15:00 基本的な介護技術・実技(食事）

9/6㈫ 11:00～12:30 基本的な介護技術・実技(排せつ）
13:30～15:00 住宅改修と福祉用具の利用方法

日時 内容

Ⓐセミナー
8/19㈮10:00～12:30

求人情報の収集と使い方、応募書
類の書き方（充実した経歴書）、面
接対策他

Ⓑ個別相談
8/19㈮ ①13:30～14:15
            ②14:20～15:05
            ③15:10～15:55
            ④16:00～16:45

住居確保、生計維持、能力開発、
就活ノウハウ等の情報提供を含む
相談（1人45分程度）

8月9日㈫・10日㈬
 　　　　　　　　　　 〔荒天中止〕

会場旧松戸宿坂川沿道一帯
      （伊勢丹松戸店先～松

しょう

龍
りゅう

寺先）

※天候等の都合により随時変更の場合もありますのでご了承下さい。

　戸定邸の竹で作った竹あんどんを松龍寺境内に配置。
打楽器奏者2人の演奏とともに光と響きの空間を演出。
日時8月9日㈫19時30分～20時30分　※30分間隔で
演奏。 会場松龍寺　費用無料

　8月9日㈫・10日㈬の2日間、ゆか
たを着て戸定歴史館へ来館し、「坂
川献灯まつり」のちらしを窓口で提
示した人は入館料が無料になり、戸
定邸の庭を歩くことができます。

「ゆかたde戸定」

●白井聖地公園発＝10時・10時30分・12時50分・13時20分・15時40分

●五香駅西口発＝8時・8時30分・10時50分・11時20分・13時40分
●旧六高台病院発＝8時5分・8時35分・10時55分・11時25分・13時45分
●六実駅入口発＝8時10分・8時40分・11時・11時30分・13時50分

〔往路〕白井聖地公園行き

〔復路〕五香駅西口行き

白井聖地公園行き

道路はみんなの財産です 正しく大切に使いましょう道路ふれあい月間

役立つ
！

8月は

戸定歴史館☎362－2050

奉納演奏光の造形と打楽器の響き
　　　 「四萬六千日献灯」とのコラボレーション

要申込家族介護講座はじめての

イベント名 日時 会場 内容

献灯提灯 8/10㈬までの
18:00～22:00

坂川ひろば・
松龍寺参道

自然の恵みと坂川を拓いた先人たちの
苦労に感謝を込めた献灯です

献灯箱あんどん 8/10㈬までの
18:00～22:00 坂川沿道 近隣小学生のかわいい作品が灯ります

カヌー体験乗船 8/9㈫
9:00～14:00 坂川ひろば 対象小学4年～中学生　費用1回100円

※濡れてもよい服装で。　 当日会場で

とうもろこし市 8/9㈫・10㈬
12:00～20:00 松龍寺参道 費用1本300円（売り切れ次第終了）

縁日屋台 8/9㈫・10㈬
13:00～21:00

坂川沿道・
松龍寺参道 約30店出店。まつり気分を盛り上げます

むかし遊び・
三丁目の夕日屋

8/9㈫・10㈬
15:00～19:00 松先稲荷境内 親子で楽しめる懐かしい縁日の雰囲気

特設ステージ 8/9㈫・10㈬
17:00～21:00 坂川ひろば 開会式（9日㈫17時から）、太鼓演奏等

とうろう流し 8/9㈫・10㈬
18:00～20:45

レンガ橋前・
仮設桟橋

なるべく事前に組み立てて会場にお持ち
ください　費用1灯500円（のぼり旗の
ある会場周辺の店舗で販売中）

四萬六千日献灯 8/9㈫・10㈬
18:00～21:00 松龍寺境内 境内を飾る幻想的な手作りあんどん

（8/9㈫のみ「奉納演奏（下記参照）」）
短歌・俳句・
川柳コンテスト 8/10㈬16:00から 松龍寺 風情を感じる一般応募作品の入選発表

ゆかたde
坂川めぐり

8/10㈬
18:00から 坂川沿道 ゆかたの着こなし上手を選ぶ

（会場内3カ所で投票できます）

松戸宿バル 8/9㈫・10㈬　
※時間は各店舗による

旧水戸街道沿い
の協力店 各店自慢のバルメニューを提供
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5 高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）の申請期限は７月25日㈪です。

認知症サポーター養成講座 要申込
　9月2日㈮14時～ 15時30分　会場市民会館
内容認知症の症状や原因・対応・地域での見守り
講師市高齢者支援課職員他　定員先着30人　費用
無料
申 電話で高齢者支援課☎366－7343へ

市立病院皮膚科外来は8月5日㈮・12
日㈮に休診します

市立病院皮膚科外来☎363－2171（内線1152）

愛の献血
　８月６日㈯10時～ 11時45分、13時～ 16時　
会場ダイエー新松戸店前（新松戸駅下車）　持ち物
保険証・運転免許証等本人確認ができる物　※ま

つど健康マイレージ15マイル対象
健康推進課☎366－7487

乳がん検診〔後期分〕のお知らせ 要申込
①乳がん（エコー）健診
　実施日10月～平成29年1月　会場中央保健福祉
センター　対象昭和52年4月1日～昭和57年3月
31日生まれで、共通受診券を持つ市内在住の女性
②乳がん（マンモグラフィ）検診
　実施日10月～平成29年2月　会場中央・常盤平・
小金各保健福祉センター、六実市民センター別館、
小金原・馬橋各市民センター、総合福祉会館　対
象昭和52年3月31日以前の生まれで、共通受診券
（国民健康保険加入者は特定受診券）を持つ市内
在住の女性　※妊娠中の人は受けられません。

費用400円〔生活保護世帯で夜間・休日受診
証を提示した人、市民税非課税世帯（②は75歳以
上の人、65歳以上75歳未満で一定の障害認定を
受けた後期高齢者医療被保険者証を持つ人も）は

無料〕
申 8月31日㈬〔消印有効〕までに、電話または市
民健康相談室（市役所・各支所）に直接またはは
がき（封書可）に郵便番号・住所・氏名・生年月日・
電話番号・登録番号（共通受診券に記載の8桁の番
号）・①は希望曜日（土曜日または平日）・ママサポー
ト（一時的な子どもの預かり）希望の有無、②は
希望会場（土曜日希望の場合は中央保健福祉セン
ターのみ）を記入して、〒271－0072松戸市竹ケ
花74の3　健康推進課「エコー検診」係または「マ
ンモグラフィ検診」係（☎366－7487）へ
※9月中旬ごろ案内通知を発送予定。 ※4月以降に
同検診を受けた人は受けられません。 ※平成27年
度中に松戸市実施の同検診を受診した人には、日
程を通知しますので申し込み不要です。 ※「しこ
りを触れる」「痛みがある」等の自覚症状がある人
は、保険証を持参し、医療機関で受診してください。
※曜日や実施会場は希望に添えない場合があります。
※まつど健康マイレージ15マイル対象

診療日 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号
毎日 18時～23時 小児科 夜間小児急病センター 上本郷4005 360－8900

8/11
㈷

在宅当番医

内科・小児科 柿の木台クリニック 二十世紀が丘萩町74 308－6671
泌尿器科・
内科 桐友クリニック新松戸 新松戸3の135エム・

フォレストビル1階 703－7222

眼科 まつど眼科 松戸1240の1デル
ソーレ松戸101 331－7311

20時～23時 歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ケ花45の53 365－3430

待機病院 内科・小児科系 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111
外科系 五香病院 五香8の40の1 311－5550

8/13
㈯

在宅当番医 歯科 なかやま歯科医院 金ケ作419の55 385－0200
20時～23時 歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ケ花45の53 365－3430

待機病院 内科・小児科系 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111
外科系 東葛クリニック病院 樋野口865の2 364－5121

8/14
㈰ 在宅当番医

内科 秋山ハートクリニック 秋山68の1 330－9911
内科 染谷医院 新松戸5の157 330－5151
整形外科 大須整形外科医院 仲井町2の136の1 366－1480
歯科 八ケ崎斉藤歯科医院 八ケ崎5の25の14 342－5143

診療日 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

8/14
㈰

20時～23時 歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ケ花45の53 365－3430

待機病院
内科 新東京病院 和名ケ谷1271 711－8700
小児科 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111
外科系 新松戸中央総合病院 新松戸1の380 345－1111

8/15
㈪

在宅当番医 歯科 白石歯科医院 八 ケ 崎 7 の 4 5 の 3 グ
リーンヒル八ケ崎104 343－5711

20時～23時 歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ケ花45の53 365－3430

待機病院
内科・小児科 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111

外科系 山本病院 小金きよしケ丘2の
7の10 341－3191

8/16
㈫

在宅当番医 歯科 オズデンタルクリニック 松戸2041の2 363－0100
20時～23時 歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ケ花45の53 365－3430

待機病院
内科・小児科 新松戸中央総合病院 新松戸1の380 345－1111
外科系 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111

お盆期間中の急病救急医療
（8月11日・13日～16日）

待機病院
診療時間17時～翌朝9時

（土・日曜日、祝日は9時～翌朝9時）

在宅当番医
診療時間9時～17時※受診する前に医療機関に電話連絡をしてください。

　また、保険証などを忘れずにお持ちください。

市民農園

夏の青少年教室

利用期間契約日～2年間（継続可）
1区画面積15㎡　対象市内在住・
在勤の世帯（1世帯2区画まで）

電話で各農園主へ
※空き区画がなくなり次第、募集
締め切り。

みどりと花の課☎366－7378

青少年会館☎344－8556
※全教室市内在住・在学の人が対象。

募集農園

利用者を募集 要申込

教室名 日時 会場 講師 対象 定員
（抽選） 費用

① 徳川アイスを作ろう! 
(戸定歴史館見学もあり） 8/25㈭9:45～12:15 戸定歴史館

市民会館
フランス料理店オーナー
シェフ・田島加寿央氏

小学1年～中学生
と保護者 20組 1組

300円

② ふしぎなひみつ箱
～楽しい電気工作教室（Ａ）～

8/25㈭10:00～12:00
または13:00～15:00 文化ホール リサイクル電気工作クラブ

小学3年～4年生
各15人

500円

③ おしゃべり貯金箱
～楽しい電気工作教室（Ｂ）～

8/26㈮10:00～12:00
または13:00～15:00 小学5年～6年生 700円

④ キッズ・けん玉教室〔全２回〕
（2回目に級位認定試験あり）

8/25㈭・26㈮
10:00～11:30

青少年会館

日本けん玉協会指導員・
川田嘉夫氏 小学生 15人

無料⑤ 親子で楽しむ日曜大工
～楽しくプランから製作まで～ 8/28㈰9:30～15:00 造形作家・村田修治氏 小学4年～6年生

と保護者 15組

⑥ キッズ☆ヒップホップダンス
〔全11回〕（11/3㈷に発表）

9月～10月の毎週金曜日
※11月始めにリハーサルあり
18:15～19:15

Oneplay.KO－SKE氏
小学1年～中学生
※保護者の送迎
が必要。

25人

8月①～④9日㈫⑤⑥16日㈫〔必着〕までに、電子申請サービスか、直接窓口（普通はがき持参）
または往復はがきに、教室名（②③は午前か午後どちらを希望するかも）・住所・氏名（ふりがな）・
性別・学校名・学年・電話番号・返信用宛名を記入して、〒270－0035松戸市新松戸南2の2 
青少年会館へ　※④は貸しけん玉あり。   ※はがき・往復はがきは、1教室につき1枚必要。

夏休み子ども
映画上映会

8月①12日㈮14時30分～16時②
26日㈮13時30分～16時　会場
青少年会館　内容①ふしぎの国
のアリス②ファンタジア　対象
小学～高校生　※未就学児は保
護者同伴。 定員各先着50人　費
用無料

当日会場で

電子申請サービス
QRコード

要申込

農園名 所在地 使用料（1区画、1年）募集区画数 農園主 電話番号
スダカ市民農園 六実１の61 9,000円 5 駿

す

高
だ か 710－4203

たかはし市民農園 六実1の54の6 9,000円 10 高橋 387－7037
げんき農園 根木内361 10,000円 7 梅澤 341－0222
きうち市民農園 金ケ作290の3 9,000円 10 木内 387－6568
おおかわ市民農園 八ケ崎5の27の3 12,000円 9 大川 341－5504
かわかみ市民農園 和名ケ谷695 9,000円 8 川上 391－0647
ゆあさ市民農園 紙敷1185の4 9,000円 3 湯浅 391－2081
サン市民農園 旭町3の850の1 9,450円 1 恩田 341－1973
東まつど市民農園 紙敷288 9,000円 4 湯浅 391－5240
さかい市民農園 幸谷594の1他 12,000円 20 酒井 347－7115
とびさわ市民農園 高塚新田394の1 9,000円 20 飛

と び

澤
さ わ 391－0468

源七市民農園 大橋100他 9,000円 15 髙橋 391－2754
ほうきや市民農園 樋野口484他 12,000円 3 堀切 362－5560
東里市民農園 串崎新田195の2他 9,000円 30 小川 047－404－2941
ベルウッド市民農園 松戸新田332の7 10,000円 15 鈴木 368－1441

〔当日の医療機関（待機病院、
休日在宅当直医、夜間小児急
病センター、休日土曜日夜間歯
科診療所等）を案内〕

平日
16時30分～翌日9時　

休日と土曜日
9時～翌日9時

☎366−0010
テレホン案内サービス

※当日案内への切り替えを
毎朝８時45分～９時の間
に実施。

救急医療体制
※かかりつけ医・薬局をもちましょう。



　

今月の相談案内 お気軽にご相談ください　★は昼休みを除く
※相談は全て無料です。閉庁日の相談はありません。

※公益通報者保護法による外部通報の受け付け、相談については
　広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）が窓口です。

休館日…月曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館）
※駐車場は大変混雑します。電車・バスをご利用ください。
※チケットは完売している場合があります。

森のホール21　今月の催し物 ☎384－5050

日程 内容（★は有料） 開演
時間 問い合わせ

大
ホ
―
ル

6 土 w-inds.LIVE TOUR
 2016  ★ 18:00 フリーギア☎03－6804－3355

7 日

T.M.Revolution
T.M.R. LIVE 
REVOLUTION'16
－ Route 20 －  ★

17:00 ラウンド・アバウト☎03－6418－7205

28 日
アマチュアオーケストラ
フェスティバル　2016年
千葉県大会　★

14:00 時田☎090－2220－2715

8月10日㈬以降、児童扶養手当8月期分（4～7月分）を指定口座へ振り
込みます

7月下旬に発送した「児童扶養手当現況届（年度更新手続き）」は8月
31日㈬までに提出を
　受給から５年等が経過した受給者には６月下旬に一部支給停止適用除外事由届出書を発送
していますので、併せて提出してください。
※提出が遅れると手当が減額となります。　※期間中に就労相談コーナーを開催。ひとり
親家庭の生活全般の相談（児童の修学資金等の貸付相談含む）も受け付け。

8月1日㈪から児童扶養手当の第２子加算額および第３子以降の加算額が
変更されます
　子ども2人目の加算額定額5,000円→10,000円～5,000円　同3人目以降の加算額（１人
につき）定額3,000円→6,000円～3,000円
※所得に応じて決定。 ※支払いは12月期分（8～11月分）から反映されます。

◆松戸童謡の会　童謡を歌う
（月例会）　★
8/31㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆山内惠介熱唱ライブ２０１６
～感謝の気持ちを歌に込めて！～
11/30㈬14：00
会場大ホール　費用全席指定 
5,800円（発売中）　※未就学児
不可
◆宝塚歌劇宙組全国ツアー
松戸公演　ミュージカル・ロマン
「バレンシアの熱い花」ダイナ
ミック・ショー「ＨＯＴ ＥＹＥＳ!!」
11/23㈷①14：00②18：00
会場大ホール　費用Ｓ席7,300
円、Ａ席5,000円（発売中）
※未就学児不可　※事前予約で
有料託児あり

◆Ｔ
トゥッティ

ｕｔｔｉ　リトルコンサート
8/9㈫15:30
ピアノ音楽教室Tutti☎090－

3095－8709
◆ムジカエポカピアノ教室発表会
8/14㈰13:30
八
や

代
しろ

☎090－4846－7832
◆都

つ

瑠
る

歌謡祭
8/19㈮10:00
妻
つ ま  の

野☎386－0159
◆松戸市高校生英語スピ－チコ
ンテスト
8/20㈯13:00
（公財）松戸市国際交流協会
☎366－7310
◆歌ひろば発表会　
8/21㈰13:00
上田☎090－2253－2429

◆ゆいの花音楽会♪ファミリ－
コンサ－ト
8/27㈯13：30
駒木☎080－3511－5364

相談名 期　日 時　間 会　場 問い合わせ
市政・一般民事 平日 8:30 ～17:00★ 広報広聴課相談コー

ナー（本館2階）
※最終受付は、各相
談の終了時間のおお
むね30分前
※不動産・税務・登
記相談については、
相談日の1カ月前から
前々日の17時までに、
電話（☎366－1162）
または直接広報広聴
課相談コーナーへ
※法律相談について
は、裁判中や調停中の
事件は相談できません

広報広聴課
広聴担当室
（一般民事相談

専用）
☎366－7319
※一般民事相談は
金銭・身の上・相
続・離婚等家庭問
題の簡単な法的解
釈を要する相談

行政書士相談
事務局予約専用
☎368－0779
（平日9時～17時）

法律相談
（随時予約）

第1～4月・火・木
（第1月を除く） 13:00 ～17:00

第1月 9:00 ～12:00
交通事故相談 毎週月・火・木 9:00 ～17:00★

不動産相談（予約制） 毎週水 13:00 ～17:00
税務相談（予約制） 第2金 13:00 ～17:00
登記相談（予約制） 第3金 13:00 ～16:30
外
国
人

相
談

英語・中国語 第1・3火
9:00 ～12:00

タガログ語・スペイン語 第2・4火
行政相談  第2月 13:00 ～16:00

行政書士相談（予約制） 第1月 13:00 ～16:00

建築士相談 第2水（予約優先） 9:00 ～12:00 市役所相談コーナー
建築士会相談窓口
☎362－8401

住宅リフォーム相談 第3水 10:00 ～16:00 住宅政策課
☎366－7366マンション管理相談 第1水（予約優先） 9:00 ～12:00 市役所新館6階会議室

人権相談
※人権相談は法務局松戸
支局でも行っています   
（平日8:30～17:15）

第1火 10:00～15:00★
※小金原市民セン

ターは
10:00 ～12:00

六実支所 行政経営課
☎366－7311
法務局人権ダイヤル
☎0570－
003－110

第1木 小金原市民センター
第1金 新松戸市民センター
第1～4金 行政経営課相談コーナー

家庭児童・婦人相談 平日 9:00 ～17:00 子ども家庭相談課☎366－3941
ひとり親（就労等）相談 平日 9:00 ～17:00 子育て支援課☎366－7347

子育て相談 平日 8:30 ～17:00

CMS子育て支援センター☎394－5590
チェリッシュ・サポート・システム

☎308－5880
子すずめ子育て支援センター

☎387－0124
あおば子育て支援センター☎387－5456

ドリーム子育て支援センター
☎070－3935－1230

消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119
消費生活相談 平日 8:30 ～16:00 消費生活センター☎365－6565

相談名 期　日 時　間 会　場 問い合わせ

福祉なんでも相談

電話相談専用ダイヤル
毎週水10:00 ～15:00
☎368－1333

毎週水、第1金

10:00 ～15:00

社会福祉協議会
（社福）松戸市
社会福祉協議会
☎368－0912

第1火 六実支所
第1木 小金原市民センター
第4水 東部支所
第4金 市役所相談コーナー

障
が
い
者
相
談

基幹相談支援
センターCoCo 平日

8:30 ～19:00 総合福祉会館（2階）※訪問可
 ☎308－5028
 366－1138

ふれあい相談室 9:00 ～17:00
   （予約優先）

ふれあい22（3階）
※訪問可

☎388－6222・6225
383－5552

障がい者虐待防止
障がい者差別相談センター 平日 8:30 ～19:00

基幹相談支援センターCoCo内
（総合福祉会館2階）

☎366－8376　 366－1138
障がい者

成年後見制度相談
毎週火（祝日
の場合は、月）

9:00 ～17:00
   （要予約）

NPO成年後見センター
しぐなるあいず　☎702－7868

労働相談 毎週月・木
（第3木を除く） 17:00 ～20:00

勤労会館
（第3木曜日休館）

商工振興課
☎711－6377

経営相談（起業を含む）
毎週月・水 13:00 ～17:00 松戸地域職業訓練

センター第3金 16:00 ～20:00
第3土 13:00 ～17:00 勤労会館

若者の就労相談
毎週火～土
（祝日休み・
予約制）

9:30 ～17:00 松戸地域職業
訓練センター内

まつど地域若者サ
ポートステーション
☎703－8301

高齢者無料職業紹介所
（65歳以上） 平日 9:00 ～17:00★ （社福）松戸市社会福祉協議会

（市役所本館1階）☎365－4712

生活困窮者相談 平日 9:00 ～17:00 松戸市自立相談支援センター
（市役所本館3階）☎366－0077

就学・教育相談（予約制） 平日 8:30 ～17:00 教育研究所（予約専用）☎366－7600
青少年相談（電話） 平日 8:30 ～16:30 子どもわかもの課

☎363－7867（相談専用）青少年相談（来所予約制） 8:30 ～17:00
いじめ電話相談 平日 8:30 ～19:00 指導課☎703－0602（本人・保護者対象）

ゆうまつどこころの相談
（女性対象、予約制）

第2～4月・木 10:00 ～16:00★ 男女共同参画課（相談室直通）
☎363－0505第1月・木 14:00 ～20:00

女性のしごと
情報相談

第1・2・4・5火
第1・3・4・木 10:00 ～15:00★ ゆうまつど（2階）

しごとサポートコーナー
男女共同参画課
☎364－8778

◆地域福祉サマーセミナー
8/5㈮13：30
松戸市社会福祉協議会☎368

－0503
◆松戸一輪車クラブＭ

ミック

ＩＣ発表会
8/6㈯13：00
同クラブ・森山☎090－3195

－4670
◆若

わか

生
お

流
りゅう

舞踊会二代目家元襲
名披露
8/7㈰10：30
同会・石田☎344－2227

◆うたと踊りの祭典
8/28㈰9：30
松戸かずみの会・滝沢☎090

－8848－8082

◆コンディショニングエクササ
イズ

市民劇場
☎368－ 0070   ★は有料

休館日…月曜日（祝日の場合は開館
し、翌日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。 

市民会館
☎368－ 1237   ★は有料

休館日…月曜日（祝日の場合は開館
し、翌日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。森のホール21 チケットセンター

☎384－3331
受付時間…10:00～19:00
休館日…月曜日（祝日の場合は開館
し、翌日休館）
※大・小ホールは森のホール21です。
※完売の場合あり。
※詳細はホームページで。
 http://www.morinohall21.com/

8月の毎週水曜日13:30～14:30
会場柿ノ木台公園体育館　対
象18歳以上の人　定員先着30
人　費用1回500円　 同体育
館☎331－1131
◆①ピラティス②ヨガ
8月の毎週①水曜日11:00～
12:00②土曜日9:30～11:00
会場小金原体育館　対象18歳
以上の人　定員各先着30人　

費用1回500円　 同体育館
☎341－2242
◆①ピラティス②骨盤ヨガ
①8月の毎週月曜日(22日を
除く）13:30～14:30②8/9
㈫・23㈫各13:30～15:00　
会場常盤平体育館　対象18
歳以上の人　定員各先着30
人　費用1回500円　 同体
育館☎386－0111

※申し込みは全て当日会場で。

子育て支援課子育て支援課
からのからの
お知らせお知らせ
問同課児童給付担当室☎366－3127

8月10日㈬以降、遺児手当8月期分（4～7月分）を指定
口座へ振り込みます
 支給額（児童1人につき）片親と死別＝月額5,500円、両親と死別＝月額
10,500円（それぞれ8月･12月･4月の年3回支給）

7月下旬に発送した「松戸市ひとり親家庭等医療費等助成
受給資格継続登録申請書」は、8月31日㈬までに提出を
※提出期限を過ぎると申請をした翌月１日からの適用になります。
※提出がないと、受給資格が失われます。

子どもの人数 全部支給（月額） 一部支給（月額）
1人の場合 42,330円 42,320円～9,990円
2人の場合 47,330円 （42,320円～9,990円）＋5,000円

3人以上の場合 2人の場合の月額に、1人につき3,000円を加算
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このコーナーは市民団体等からのお知らせです（●マークは社会教育関係団体、 マークは市民活動助成事業です）
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用（記載のないものは無料）　 …申込方法、申込先　 …問い合わせ先

●絵本はじめのいーっぽ～乳幼児のための読み聞かせサポート～
日時 会場（駐車場はありません）

8/16㈫11:00 ～11:30 チェリッシュ・サポート・システム
8/19㈮10:30 ～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
8/24㈬10:30 ～11:00 Ｅ－子どもの森・ほっとるーむ新松戸
8/25㈭10:30 ～11:00 矢切公民館
8/26㈮11:20 ～11:50 根木内こども館（晴香園内）
対象0～3歳くらいの子と保護者

共 通  費用無料　  子ども読書推進センター☎331－0077

子ども読書推進センターからのお知らせ

期日 会場
8/12㈮ 明市民センター
8/16㈫ 小金原市民センター
8/17㈬ 東部スポーツパーク
8/19㈮ 五香市民センター

●市民センターおはなし会

●小さい子のためのおはなし会
　8月4日㈭・5日㈮ ･9日㈫・16日㈫ ･19日㈮ ･23日㈫・25日㈭・26日㈮・
30日㈫各10時30分～11時、14時30分～15時　会場子ども読書推進センター
対象０～３歳くらいの子と保護者

時間各15時30分～16時　対象3歳くらい～小学生の子と保護者
期日 会場
8/23㈫ 小金市民センター（分館内）

8/25㈭ 和名ケ谷スポーツセンター
（分館内）

8/26㈮ 新松戸市民センター

※都合により会場は変更になる場合があります。
※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。

◆これから始める健康麻雀
8月①1日㈪・15日㈪・22日㈪・29日㈪、

毎週②木曜日③土曜日各12時15分～17時
15分　 ①松飛台市民センター②もとや
ま会館③六実市民センター（新京成五香駅
下車）　 1日1,000円　 電話でNPO
メーク・小金谷☎090－6187－5060へ
◆パソコン駆け込み寺
8月～9月①毎週土曜日9時～12時②第3

木曜日11時～14時30分③8月23日㈫11時
～15時④9月20日㈫11時～15時⑤8月9日
㈫13時30分～15時30分⑥9月27日㈫13
時30分～15時30分　 ①根本天満宮②根
木内会館③④アトレ松戸店⑤⑥まつど市民
活動サポートセンター　 ①～④パソコン
初心者　 先着①3人②③④9人⑤⑥10人
⑤⑥写真の取り込み他　 ①～④50分

500円⑤⑥2,500円　 電話でぱそこん
119☎090－4428－8931へ
◆こころの家族・当事者・ピア相談（秘
密厳守）
毎月第1・3土曜日10時～15時　※同日

時に電話でも受け付け（☎383－5551）　
ふれあい22　 こころの病を抱える人

とその家族　 NPO土曜会・福良☎385
－7070
●一輪車演技発表会
8月6日㈯13時～15時　 市民会館　
松戸一輪車クラブM

ミック

IC・森山☎090－
3195－4670
●易しい複音ハーモニカの吹き方講習会
8月7日㈰10時30分～12時30分　 市

民会館　 初心者　 ハーモニカ　 松
戸ハーモニカ・アミーゴ・萩野☎364－
9805
子どもの心と可能性が見つかる！

親子のアートワーク
8月7日㈰13時30分～15時　 ありが

とう早稲田ビル７階（松戸駅下車）　 先
着15組　 4歳～小学生の親子　 1組
1,800円（2人目以降は子ども800円・保護
者1,000円追加）　 Eメールに氏名・ふ
りがな・年齢・学年・住所・電話番号を記入
して、共育ステーション地球の家・熊谷
matsudo@chikyunoie.jp（☎080－

2251－1620）へ
◆パソコン講座①何でも相談②ワード・
エクセル
8月①8日～29日の毎週月曜日各13時～

14時30分②12日㈮・19日㈮・26日㈮各
10時30分～12時　 松戸ITVネットワー
ク教室（北部小学校近く）　 各先着2～5
人　 1時間1,000円　 電話で同会☎
331－0880（月・水・金曜日10時～16時
のみ）へ
◆松龍寺周辺ガイドツアー
8月9日㈫17時松戸郵便局前集合、19時

解散　 先着20人　 中学生以上500円
電話で松戸生涯学習会・須藤☎090－

3346－1475へ
●やさしい囲碁（入門・初級）〔全4回〕
8月10日～31日の毎週水曜日14時～17

時30分　 日本棋院松戸生涯学習支部（新
京成五香駅下車）　 2,000円　 電話で
同支部入門サ－クル・岩島☎388－3022
へ
◆「はだしのゲン2」の鑑賞と懇談
8月12日㈮14時～17時　 馬橋市民セ

ンター　 先着50人　 当日会場で　
新松戸九条の会・斉藤☎343－0526
◆東葛しぜん観察会
8月20日㈯16時30分松戸駅西口集合、

19時30分解散　 江戸川土手　 先着30
人　 200円　 電話で同会・草野☎344
－8148へ
◆税理士税務無料相談会
8月25日㈭、9月8日㈭・21日㈬各10時

～15時　 松戸商工会議所会館　 電話
で千葉県税理士会松戸支部☎366－2174
へ
●私もパティシエ？①オレンジの手しぼ
りム－ス②チョコバナナのクレ－プ
①8月25日㈭②9月24日㈯各13時30分

～16時　 ①東部市民センタ－②市民会
館　 小学生　 先着15人　 各500円
電話でＮPO子どもっとまつど・駒口☎

344－2272（月・水・金曜日の10時～16
時）へ
◆夏休み『坂川あそび』（舟遊び・紙芝居・
水質調査等）
8月26日㈮10時古ケ崎市民センター集

合、14時解散（昼食付き）　 小学3～6
年生　 先着40人　 水筒、帽子、タオ
ル　※サンダル不可　 電話で坂川に清流
を取り戻す会・秋山☎362－9337へ
◆まつど平和の学校
8月27日㈯9時30分～15時30分　 ま

つど市民活動サポートセンター　 800円

（小学生300円）　 当日会場で　 同実
行委員会・蜂谷☎090－1804－8078
●小金オ－プンスク－ル①篆

てん

刻
こく

講座②環
境講座「多様な生物を育む夏のビオト－
プ」
8月27日㈯①10時～12時②13時～17時
小金高校　 上履き　 ①800円②300

円（高校生以下①600円②100円）　 8月
17日㈬〔必着〕までに、往復はがきに住所・
氏名・年齢・電話番号・「篆刻講座（経験
の有無も）またはビオト－プ希望」を記入
して、〒270－0034松戸市新松戸4の59
新松戸郵便局留置　小金オ－プンスク－ル
実行委員会へ　 同スク－ル・室﨑☎080
－4131－0850
●体育祭市民ボウリング大会
9月4日㈰10時受け付け開始　 ときわ

平ボウリングセンター（新京成常盤平駅下
車）　 市内在住の小学生以上の人および
松戸市ボウリング協会会員　 先着84人
2,500円（高校生以下2,000円）、決勝進

出の場合は追加で800円　 8月19日㈮ま
でに、費用を添えて市内各ボウリング場へ
同協会・上田☎090－3207－4623
●松戸市武術太極拳フェスティバル①講習
会（24式・総合・楊

よう

式
しき

剣
つるぎ

・功
コウ

夫
フ

扇
セン

）②表
演会（観覧自由）
9月4日㈰①9時30分～11時30分②12

時30分～17時　 運動公園体育館　 8
月20日㈯までに、FAXに氏名・住所・電
話番号・希望1種目を記入して、同連盟・
山本☎ 371－9550へ
●生バンドとフラの共演　ハワイアンカ
－ニバル
9月4日㈰13時～16時　 市民会館　

前売り券1,500円（当日券2,000円）　 マ
ハロ・クラブ・神

かん

崎
ざき

☎04－7175－1770
高校進学をめざす外国人の子どもの

学力アップ教室（国･数･英）〔全30回〕
9月4日～平成29年2月26日の毎週日曜

日および冬休み期間中に6回各14時30分
～16時30分　 ゆうまつど他　 先着20
人　 中学3年生以上の人　 3,000円　
電話でNPO外国人の子どものための勉

強会・海老名☎345－2051へ
●硬式テニス①シルバーショートテニス
教室②シルバーテニス初心者教室
①9月5日・12日、10月3日・17日・31

日、11月7日・14日・21日の月曜日13時

30分～14時50分②9月～平成29年3月の
毎週月曜日8時～9時20分　 ①運動公園
体育館②IHSMテニスアリーナ(新京成上本
郷駅下車)　 ①スポンジボールを使う屋
内テニス　 市内在住の60歳以上の人　
各先着①20人②30人　 ①1回500円

②2カ月6,000円　 電話で松戸シルバー
テニス連盟・藤井☎366－3600へ
●松戸市家庭婦人テニス協会クラス別ダ
ブルス大会（SA・A・B・Cクラス）
9月9日㈮・14日㈬9時から　 栗ケ沢

公園庭球場　 市内在住・在勤・在クラブ
の人、同協会加盟クラブ員　 1人1,500
円（同クラブ員1人1,000円）　 8月20日
㈯〔必着〕までに、往復はがきに希望クラ
ス・住所・氏名・電話番号・所属クラブを
記入して、〒270－2267松戸市牧の原1
の102の54　錦恵子（☎384－4443）へ
●松戸市テニス協会(硬式)の催し1松戸
市体育祭ミックスダブルス大会2初心者
テニス教室
19月25日、10月16日・23日の日曜日

9時～17時2①9月～11月の第4を除く毎
週月曜日A 9時～10時30分B10時30分～
12時、10月～12月の②毎週火曜日 A12
時～14時、B14時～16時③毎週土曜日A
8時～9時30分、B 9時30分～11時④毎週
土曜日A9時～10時30分、B10時30分～
12時　 12①②④栗ケ沢公園庭球場③
中央公園庭球場　 1市内在住・在勤・在
学・同協会加盟クラブ員2②シニア　
2各①③④60人②30人　 11組3,000
円2各①7,500円②③④10,000円　 8月
124日㈬215日㈪〔必着〕までに、同協
会ホームページから　 同協会☎341－
1133(火・木・土12時30分～16時30分)
●新松戸総合手工芸展の参加者募集（手
工芸・茶道・華道等の展示・実演）
10月29日㈯・30日㈰各10時～17時（30

日㈰は16時まで）　 馬橋市民センタ－　
6,000円　 8月31日㈬までに、電話で

ゆうかり手工芸文化の会・植木☎340－
4235へ

矢切ペン習字サークル
毎月第2・4土曜日13時～16時　 矢

切公民館　 ボールペン、筆ペン　 月
2,000円(中学生以下1,500円）(入会金
1,000円）　 榎本☎363－2940
あきら社交ダンスサークル
毎週火曜日19時～20時45分　 明

市民センター　 初級者～中級者　
月3,000円(入会金1,000円）　 小宮☎
090－1467－3793

ファミリー・フォト・グルッペ（撮影会・写真
展）
毎月第2日曜日13時～17時　 小金

原市民センター　 半年6,000円(入会金
なし）　 樋口☎343－3323
健やかクラブ(健康体操）
毎週水曜日13時～15時　 運動公園小
体育室　 60歳以上　 月1,500円(入
会金なし）　 北川☎360－3422

常盤平剣友会（剣道）
毎週月曜日19時～21時　 常盤平中

学校　 小学生以上　 先着10人　
月2,500円(入会金1,000円）　 八木☎
090－9003－2094
新松戸気功太極拳サークル
毎週土曜日10時～11時45分　 新

松戸市民センター他　 先着10人　
月3,000円(入会金1,000円）　 箕浦☎
090－4362－5848

古武術サークル“忍”(護身術、忍術）
毎週火曜日19時～21時　 青少年会

館　 小学生以上　 月3,000円（入会
金なし）　 淺野☎080－3009－8023
要約筆記サークルこぱん
第2木曜日、第4月曜日13時30分～16

時　 ふれあい22　 年3,000円（入会
金なし）　 福田☎705－0522
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8広報まつどは、グリーン購入法に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。

※10月に公表予定の確定値により修正される場合があります。

まつど健康マイレージ  5マイル対象

　9月24日㈯8時30分～14時〔小雨決行。荒天の場合は9月25日㈰に延期〕　会場千駄堀多
目的スポーツ広場　対象市内在住の20歳以上の人　定員350人（抽選）　費用無料

8月22日㈪〔必着〕までに、往復はがきに氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・代表
者の返信用宛名を記入して、〒271－0072松戸市竹ケ花74の3　健康推進課内「グラウンド・
ゴルフ大会」係（☎366－7486）へ　※申込者含め3人まで可、ただし重複申込みは不可。
※8月29日㈪の抽選後にメンバー交代はできません。

子どもわかもの課☎366－7464

   「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに、
子どもたちが楽しみながら自由に過ごせます。
日時8月6日㈯・7日㈰・27日㈯・28日㈰各10
時～16時（雨天決行）　会場21世紀の森と広
場内森の工芸館　対象乳幼児と保護者、小学
生以上　費用無料

         松戸シティガイド
  に千葉大学園芸学部
  学部長から感謝状

グラウンド・ゴルフ大会
参加者募集

冒険こどもの遊び場

要申込

みんなで健康づくり
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　市民の皆さんの声を直接お聞きするため、市長専用のFAX
（ 366－2301）および市ホームページに市長メール送信
窓口を設けています。市政に関する建設的なご意見をお寄せ
ください（住所・氏名等をご記載ください）。

ボーネルンドあそびのせかい伊勢丹松戸店☎710－6260
　子ども政策課☎704－4007
　伊勢丹松戸店6階にある、広い場内に世界中の遊具が
そろう親子のあそび場「キドキド」に無料ご招待します。
有効期間8月1日㈪～9月30日㈮（8月6日㈯・7日㈰・23
日㈫・30日㈫は除く）　ご招待内容広報まつど平成28年
8月1日号本紙を持参すると、市内在住の子ども(6カ月
～未就学児)と大人各1人が最初の30分間無料（1回限り）
※市では、聖徳大学・聖徳大学短期大学部、㈱三越伊勢
丹・伊勢丹松戸店との連携協定に基づき、子育て支援を
はじめとした相互協力をしています。

矢切ビールまつり実行委員会・芝内☎090－2733－8854

　暑い夜、ビールと楽しいイベントで盛り上がりましょう！

会場北総線矢切駅前広場

ビールまつり矢切

日時8月3日㈬・4日㈭ 17時～21時

               室内あそび場「キドキド」
          に無料ご招待

伊勢丹
松戸店

広報まつどを

持参すると

シティガイドの皆さんと小林学部長（前列右から２番目）

　松戸シティガイドが行っている緑の回廊プロジェクトの功績に対して、同大学小林達明学部
長から感謝状が贈呈されました。同プロジェクトは平成16年から、大学・市民・行政協働で
同学部の洋式庭園を紹介する「戸定が丘緑の回廊ガイドツアー」などを行っています。
　小林学部長は「地域への感謝を示すために今回の表彰を行いました。今後も地域と進んで
いき、園芸学部と松戸を盛り上げていきたい」と力強くお話しされました。
　「今後は千葉大学の学生さんにもガイドとして参加をしてもらい、交流を進めていきたいで
す」とシティガイドの皆さん。これからの大学と市民の懸け橋としての活動に思いを新たにし
ていました。

     
 緑の回廊

 プロジェクトの功績

新婚カップル（2年以内）・赤ちゃん（応募時に満2歳未満）の写真募集中!
直接またはＥメールに写真データ、件名・住所・氏名(ふりがな)・名字掲載希望の有無・生年月・電話番号・

コメント(50字以内)・市ホームページ掲載希望の有無を記入して、〒271－8588松戸市役所　広報広聴課 
mckouhou@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

平成26年10月生
よく食べよく遊びよく笑いとっ
ても元気いっぱい!! 家族のアイ
ドルです。

平成26年12月生
毎日たくさんの幸せをくれる藍ちゃ
ん。これからも元気いっぱいの素敵
な女の子に成長してね！

平成28年5月生
百面相の櫂杜くん。どんな表情でも
みんなを和ませて幸せにしてくれま
す。元気にすくすく育ってね！
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リオ・東京とも盛り上がりましょう！	
　4年に1度のオリンピック・パラリンピックが間もなく始
まります。日本選手の活躍も楽しみですが、1面で紹介
しているように、松戸市ゆかりの選手も数多く出場して
いますので、みんなで応援しましょう。
　女子7人制ラグビーの横尾さんと大黒田さんは、松戸
少年ラグビースクール出身。一度に2人も選ばれるなん
てすごいチームですね。私もラグビーが好きなので、何
回か練習場である五香の自衛隊グラウンドに見に行きま
したが、就学前の子どもを含めて100人を超える子ども
たちが、楽しくボールを追いかけていました。男子の合
谷さんも流通経済大学出身でラグビー界では将来を嘱
望される注目選手です。また、ウィルチェアーラグビー
の羽賀さんもチームの中心選手。しかもメダルが期待で
きそうです。松戸のラグビーってすごいですね。
　メダルの可能性というと卓球の竹守さんが一番近そ
う。その他、トライアスロンの加藤さん・田山さん、水
泳の森下さん、松戸国際高校出身のウェイトリフティン
グの松本さん、柔道のナウルチョサテキさんをみんなで
応援し、大いに盛り上がりましょう。
　惜しくも大会出場はなりませんでしたが、ビーチバレー
日本男子ランキング1位の上

あ げ

場
ば

雄也さんや、世界で戦え
る走り高跳び選手としてNHKで紹介された戸

と

邉
べ

直人さ
ん、なでしこジャパンに選ばれた女子サッカーの平尾知

ち

佳
か

さんなど、これからも市民みんなで応援し続けましょ
う。
　4年後の東京オリンピック・パラリンピックでは、事前
キャンプ地として松戸市も名乗りを上げています。副市
長をはじめとする松戸市ドミニカ共和国訪問団が6月末
に同国を訪れ、事前キャンプを前提とした施設視察が決
まりました。また、オランダ選手団についても、松戸市
で自転車トラック競技の事前キャンプを行うことになりま
した。世界トップレベルのチームに松戸市で事前キャン
プしていただけることは大変名誉なことであり、オラン
ダチームが最高のパフォーマンスを発揮できるようみん
なでサポートしたいものです。

人口 485,723人 
世帯 218,799世帯 

男　　241,686人
女　　244,037人

〔＋ 107 〕
〔＋ 104 〕

〔＋ 104 〕
〔＋ 3 〕

人口と世帯（平成28年7月1日現在） ※平成27年国勢調査の速報値を基準として、
　集計した常住人口です。市の公式ホームページ

右のQRコードを読み取ること
でアクセスできます。
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