
8 月31日㈬は市・県民税（普通徴収分）第 2期の納期限です。 収納課☎366－7325

※リニューアルに伴い、ホームペ
ージのURLを変更しています。お
気に入りやブックマークなどに登
録している場合は、お手数ですが
変更をお願いします。

スマートフォンアプリ
「ちば My Style Diary」
もご利用ください

「まつどあ」も
全面リニューアル

　市からの情報配信の他、24
時間対応のWEB健康相談、子
どもの健診スケジュール管理
など、便利な機能が満載です。 アプリダウンロード

ページ

パソコン向け

ht tp: //www.cit y.matsudo.
ch iba .jp/kosodate/
matsudodekosodate/

スマートフォン向け

ht tp: //www.cit y.matsudo.
ch iba .jp/smph/kosodate/
matsudodekosodate/

「まつどDE子育て」

検 索まつどDE子育て

 子育て
情報サイトが

  新しくなりました

 1 知りたい情報にすぐたどり着ける！
妊娠・出産時の支援情報や保育園・幼稚園情報など、
「子育てナビ」で、分かりやすくご案内します。

 2 イベント情報が一目瞭然！
「イベントカレンダー」では、市内の親子で楽しめる
最新イベント情報をご案内します。

 3 一歩踏みこんだ
　 子育て情報を発信！
「幼稚園選び、みんなどうしてる？」「進んでいる松
戸の予防接種」「住みやすい！松戸での家探し」な
ど、気になる情報が「特集記事」に満載です。

 4 スマートフォンでも
　 見やすくなりました！
いつでもどこでも子育て情報を
探すことができます。

子ども政策課
☎704－4007

　NPO松戸子育てさぽーとハーモニーが、子
どもと一緒に楽しめる施設・お店やおでかけ
など、地域の子育て情報を発信します。
 http://matsudoor.com/
※「Myまつどあ」およびメール配信サービス「こど
もあ」は、7月末にサービスを終了しました。

　行政支援・相談窓口・施設情報など、子どもと子育ての情
報が満載のウェブサイトです。
　松戸市子育て応援マスコット「まつドリ」にも家族が増
え、サイト内で一緒に子育て世帯を応援しています！ 家族が増えた

まつドリ

リニューアルのポイント

松戸の子育て情報はこ
こにある！

で
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■申し込みから就職までの流れ
1. 事業所に直接申し込む人は、電話で各事業所
　（左表参照）へ。生活困窮者で自立相談支援セ
　ンターの支援が必要な人は、電話で同センタ
　ー☎366－0077（平日9時～17時）へ。
2. 各事業所で面接等の選考をします。
　※追加募集する場合があります。
3. 採用が決定した人は、事業所と4カ月程度の
　有期雇用契約を締結します。　
4. 原則事業所での勤務となりますが、期間中に
　介護職員初任者研修を受講し、 資格を取得
　（研修受講料、交通費等は事業所負担）。
5. 有期雇用契約終了後、同じ事業所に正職員・
　正社員として就職。
■参加資格　下記の全てに該当する人
•現在、市内の介護事業所で働いていない人
•介護職員初任者研修修了と
　同等以上の資格がない人
•正職員・正社員としての
　長期間の就労を希望する人

介護事業所で正職員・
正社員を目指す人を募集します

要申込

介護職員を募集する事業所一覧

種別 事業所名 所在地 電話番号
募集人数

直接
採用

自立相談支
援センター

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

松戸陽だまり館 幸田111 374－6311 1 0

マーシイヒル 根木内 677の2 348－8787 1 0

ひまわりの丘 五香西 5の19 の 8 311－2100 1 0

明
みょう

尽
じん

苑
えん

金ケ作 296の1 385－2220 1 1

秋
こす

桜
もす

栄町西3の1036の2 703－1275 1 1

松
しょう

寿
じゅ

園
えん

六高台2の19 の2 386－6357 1 1

緑
りょく

風
ふう

園
えん

和名ケ谷1484 392－2900 1 0

介護老人保健施設
偕
かい

楽
らく

園
えん

西馬橋幸町23 340－1300 1 0

あきやまの郷 高塚新田 484 の1 312－8121 1 0

小規模多機能型居宅介護
わいわい豊

ほう

夢
む

栄
さかえ

町
ちょう

栄町西1の 851の 4 393－8992 1 0

エスケアライフ松戸 馬橋２８４４ 312－1551 1 0

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

グループホームひなたぼっこ 金ケ作199 の2 388－5708 1 0

グループホームみくに松戸の園 栄町西 5の1324 703－1260 1 0

グループホームさざんか 幸田 2の140 374－5315 1 1

看護小規模多機能型居宅介
護

看護小規模多機能型居宅介護 
さんしょう
※ 9/1 開設予定

河原塚411の1 701－7550 1 1

特定施設入居者生活介護
（介護付き有料老人ホーム
等）

SOMPOケア ラヴィーレ松戸 馬橋 312の1 03－5783－
4195 1 0

あずみ苑　グランデ常盤平 金ケ作 237の3 311－1165 1 1

合計 17 6

子育て支援員に
ななりりませませんんかか 要申込

開催日 内容

前
期

基
本

研
修

  9/30㈮ 子ども・子育て家庭の現状、子ども家庭福祉、子どもの発達
10/  7㈮ 保育の原理、子どもの障害、児童虐待と社会的養護
10/14㈮ 対人援助の価値と倫理、総合演習(履修内容の振り返り）

専
門
研
修

（
共
通
科
目
）

10/21㈮ 乳幼児の発達と心理、乳幼児の食事と栄養

10/28㈮ 小児保健Ⅰ・Ⅱ、安全の確保とリスクマネジメント

11/  4㈮ 地域保育の環境整備、保育者の職業倫理と配慮事項

11/18㈮ 特別に配慮を要する子ども（0～2歳）、グループ討議、自
治体の制度について（任意）

11/25㈮ 乳幼児の生活と遊び、心肺蘇
そ

生法

後
期

平成29年
2月実施
予定

専門研修（前期修了時に希望コースを選択）①一時預か
り事業コース②地域子育て支援拠点事業コース③放課
後児童クラブコース④小規模保育事業コース　※後期
は各コース3～4日を予定しています（①④は別に2日
間の現場実習があります）。

研修受講生
募集

研修カリキュラム　※一部変更になる場合があります。

　おやこDE広場や子育て支援センター、放課後児童クラブ、小規模
保育等の事業に携わる子育て支援員を育成します。

※上記以外にファミリー・サポート・センターの登録説明会が1日あります。
時間各13時～16時30分（終了時間は前後することがあります）　会場
聖徳大学他　対象次の条件を全て満たす人①市内在住で全日程参加で
きる②研修修了後に対象となる市内の各事業への従事を希望する③ファ
ミリー・サポート・センターの提供会員として登録可能　定員40人（書
類選考あり）　費用教材費2,000円
申 8月31日㈬までに、応募申込書（子育て支援課窓口で配布または市ホー
ムページからダウンロード可）をFAXまたは郵送で〒271－8588松戸市
役所　子育て支援課 365－1009（☎366－7347）へ
※前期修了時に後期の専門研修の希望コースを選択。 ※修了者には修
了証が交付され、「松戸市子育て支援人材バンク」「ファミリー・サポート・
センター」に登録されます。

者研修修了と
格がない人
員としての
希望する人

　
若者向け職業能力向上セミナー　
介護職員初任者研修講座 〔全17回〕

日時 カリキュラム

①
10/  6 ㈭
 9:00 ～
17:20

オリエンテーション
職務の理解

②
10/13 ㈭
 9:30～
17:20

介護の基本・介護におけ
る尊厳の保持・自立支援
介護・福祉サービスの理
解と医療の連携

③
10/20 ㈭
  9:15 ～
17:35

老化・認知症・障害の理
解Ⅰ

④
10/27 ㈭
10:00 ～
16:10

老化・認知症・障害の理
解Ⅱ

⑤
11/10 ㈭
10:00 ～
16:10

介護におけるコミュニケ
ーション技術
こころとからだのしくみ
と生活支援技術

⑥
11/17 ㈭
10:00 ～
17:10

こころとからだのしくみ
と生活支援技術
基本的・基礎的理解

⑦
11/24 ㈭
10:00 ～
16:40

こころとからだのしくみ
と生活支援技術
快適な居住環境整備と介
護・睡眠

⑧
12/  1 ㈭
10:00 ～
17:10

こころとからだのしくみ
と生活支援技術
整容

⑨
12/  8 ㈭
10:00 ～
17:10

こころとからだのしくみ
と生活支援技術
移動・移乗①

⑩
12/15 ㈭
10:00 ～
17:10

こころとからだのしくみ
と生活支援技術
移動・移乗②

⑪
12/22 ㈭
10:00 ～
17:10

こころとからだのしくみ
と生活支援技術
食事

会場ニチイ学館松戸校（松戸駅下車）
対象18 ～39歳の未就労者およびフリ
ーター・派遣などの非正規社員で、介
護関係施設での就労を目指している人
※説明会への参加が必要です。
定員20人（定員を超えた場合は書類選考）
費用無料（テキスト代10,400円実費）

説明会どちらかに参加してください
日時9月9日㈮18時～19時・10日㈯
10時～11時
会場勤労会館
電話で商工振興課労政担当☎711－

6377へ

日時 カリキュラム

⑫
1/12 ㈭
10:00 ～
17:10

こころとからだのしくみ
と生活支援技術
入浴・清潔保持

⑬
1/19 ㈭
10:00 ～
17:10

こころとからだのしくみ
と生活支援技術
排
はい

泄
せつ

⑭
1/26 ㈭
 9:15 ～
17:00

こころとからだのしくみ
と生活支援技術
生活と家事・終末期介護・
介護課程の基礎的理解

⑮
2/  2 ㈭
 9:15 ～
17:35

こころとからだのしくみ
と生活支援技術
総合生活支援技術演習

⑯
2/  9 ㈭
10:00 ～
16:15

振り返り・修了試験

⑰
2/16 ㈭
10:00 ～
12:40

補講・再修了試験

要申込

介護保険課☎366－7370

働きながら資格が取れる！

介護のスキルを身につけよう！

●広報まつど　2016年（平成 28年）8月15日

2　　　 　　ご協力ありがとうございました。なお、情報提供は最寄りの交番または警察署へお願いします。　問高齢者支援課☎366－7346



暑さに負けない省エネクッキング
8 月 26日㈮ 10時～ 13時　 市民

会館　 鯵
あじ

甘酢あんかけ、ゴーヤサラダ、
土鍋で生

しょうが

姜ごはん、ささっと味噌汁、即
席漬け　 アースコン・マツド　 先着
30人　 エプロン・三角巾・布巾・手拭
き・筆記用具　 800円　 電話で環境
政策課☎366－7089へ

松戸市公共施設マネジメントシンポジ
ウム 03
9月7日㈬18時～20時 (17時30分

開場 )　 市民劇場　 関東学院大学准
教授・柳澤潤氏、千葉大学大学院教授・
柳澤要氏、東京藝術大学准教授・藤村龍
至氏、東京藝術大学非常勤講師・西澤哲
夫氏　 先着200人　 電話またはE
メールで公共施設再編課☎701－5217、
 mckoukyou@city.matsudo.chiba.jp

まつど市民活動サポートセンターの催し
①ＮＰＯ・市民活動よろず相談室「初心
者向けパソコン無料相談」
9 月 8 日㈭ 13 時から、14 時から、

15時から(各1人50分)　 同センター
先着９人

②12月中旬開催予定「まつどみらい会
議」を企画運営する実行委員募集
募集期間8月31日㈬まで　 市民活動に

科学論文や工夫工作の展示　 指導課☎
366－7458

変化アサガオ展
8月 17日㈬～ 21日㈰ 8時 30分～

11時　 金ケ作育
いく

苗
びょう

圃
ほ

（金ケ作246）　
（公財）松戸みどりと花の基金☎710
－2851

市立病院附属看護専門学校オープン
キャンパス
10月22日㈯12時30分～15時30

分　 進路相談・看護体験・学習発表・
シミュレーターコーナー等　 同校☎
367－4444

　平成28年松戸市議会9月定
例会は、9月2日㈮～ 30日㈮
に開催される予定です。請願・
陳情は、8月24日㈬の12時ま
でに提出してください。
議会事務局議事調査課☎

366－7382

9月
定例市議会
開催予定

松戸市公共施設再編整備推進審議会
8月22日㈪9時30分から　 市役

所別館地下１階研修室　傍聴定員先着10
人（開会10分前まで受け付け）　 公共
施設再編課☎701－5217

少年センター運営協議会
8月26日㈮14時から　 中央保健福

祉センター地下会議室　傍聴定員先着5人
（13時30分より受け付け）　 子どもわ
かもの課少年センター☎366－7464

教育委員会会議
9月1日㈭15時から（傍聴は14時30

分より受け付け）　 京葉ガスＦ松戸ビル5
階会議室　 教育企画課☎366－7455

お知らせ

会議

講座・講演・催し

市等からのお知らせをお伝えするコーナーです。 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

勤労会館 ふれあい教室

共通 勤労会館　 市内在勤・在住の勤労者および就職を希望する人　 8月25日㈭
〔必着〕までに、往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・性別・就労の
有無・講座名・返信用宛名を記入して、〒271－0077松戸市根本8の11　勤労会館（☎
365－9666）へ

「夏休みの工作教室」
8月 26日㈮ 10時～12時　 根木

内歴史公園芝生広場　 当日会場で　
根っ子の会・三嶋☎080－2331－4228

高校生英語スピーチコンテストを聴き
に来ませんか
8月 20日㈯13時から　 市民劇場
（公財）松戸市国際交流協会☎ 366
－ 7310

市長室ギャラリーを公開
8月18日㈭12時～15時　 市長室　
松戸美術会、松戸市書道展運営委員

会、松戸華道協会の協力により、市長室
に展示している市民の皆さんの絵画、書
道作品、生け花を公開します　 秘書課
☎366－ 7303

松戸市小中学校理科作品展
9月 15日㈭～18日㈰10時～18時
文化ホール　 自由研究で作成した

日常英会話レベルアップ講座

共通 文化ホール内国際友好ルーム　 英検準2級程度以上の人　 各先着30人（会
員優先）　 各5,000円（会員3,500円）　 電話で (公財 )松戸市国際交流協会☎
366－7310へ

平成 28年度就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験
願書受付期間 8月22日㈪～9月9日㈮〔消
印有効〕　 病気等やむを得ない事由で
中学校等を卒業していない人　※詳細は
お問い合わせください。　 千葉県教育
庁教育振興部指導課学力向上室☎043－
223－4056

中小企業退職金共済制度の新規加入や
掛金月額を増額する場合、掛金の一部
を国が助成します
　市でも共済掛金の一部を助成する制度
があります　 （独法）勤労者退職金共
済機構中小企業退職金共済事業本部☎
03－6907－1234、商工振興課☎711
－ 6377

防災査察を行います
　8月31日㈬～9月6日㈫は建築物防災
週間です。期間中、百貨店・ホテル・遊
戯施設等の不特定多数の人が出入りする
建築物を対象に、防災査察を行います。
安全な街づくりのため、ご協力をお願い
します　 建築指導課防災班☎366－
7368

常盤平駅南口エレベーターが完成
　常盤平駅の南口エレベーターが、8月
22日㈪10時より利用できます。市では

開催予定（開議予定時刻　各10時）
期日 会議予定 主な内容
9/ 2㈮ 招集日・本会議 議案の提案理

由説明
5㈪

本会議
一般質問6㈫

7㈬
8㈭
9㈮ 一般質問・

議案質疑
13㈫ 総務財務常任委員会

議案等の審査14㈬ 健康福祉常任委員会
15㈭ 教育環境常任委員会
16㈮ 建設経済常任委員会
20㈫ 健康福祉分科会

平成 27年度
決算の審査

21㈬ 教育環境分科会
23㈮ 建設経済分科会
26㈪ 総務財務分科会
28㈬ 決算審査特別委員会
30㈮ 本会議 議案等の採決

関わっている、もしくは関心がある人　
先着10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

第 19期まつど国際文化大使委嘱式＆
ふれあいティーパーティー
9月4日㈰13時30分～15時30分
市民会館　 先着30人　 500円　
８月26日㈮までに、電話で（公財）松
戸市国際交流協会☎366－7310へ

東松戸ゆいの花公園の講座「多肉植物
の寄せ植え」
9月16日㈮10時～12時　 同公園

マグノリアハウス　 グリーンアドバイ
ザー・福岡美

み

津
つ

江
え

氏　 先着10人　
2,600円　 8月16日㈫から、電話で
同公園管理センター☎384－4187へ

日本語教育講演会
9 月 24日㈯ 13時 30分～ 15時 30

分　 ゆうまつど　 敬語、待遇表現　
法政大学、桜美林大学日本語講師・金

子広幸氏　 外国人に日本語を教えて
いる人他　 先着50人（会員優先）　
500円（会員無料）　 電話で（公財）松
戸市国際交流協会☎366－7310へ

コース 日時 テーマ 講師
A 9/20～10/11の毎週火曜日

14:00～15:30〔全 4回〕 E
イングリッシュ
nglish f

フォー
or E

エ ブ リ ワ ン
veryone アンドレ・ヴァイゴース氏

B 9/29～10/20の毎週木曜日
10:30 ～12:00〔全4回〕 C

カ ル チ ャ ー
ulture a

アンド
nd C

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
ommunication ピーター・ビンセント氏

講座名 日時 定員（抽選） 費用

太極拳〔全12回〕
9/14 ～ 12/7 の毎週水曜日
（11/23 ㈷は休講）
19:00 ～ 20:30

50 人 無料

ビジネスで役立つペン習字
〔全10回〕

9/14 ～ 11/16 の毎週水曜日
19:00 ～ 20:30 15 人 テキスト代実費

仕事の疲れを癒すリフレッ
シュ講座〔全 8回〕

9/28 ～ 11/16 の毎週水曜日 
19:00 ～ 20:30 15 人 無料

働いていても幼稚園を利用できます！
幼稚園を利用しても保育所（園）を利用しても
負担額はほぼ同額！

　「仕事をしているから無理かな…」「お金がかかるから大変だ…」などの理
由で幼稚園入園を諦めてはいませんか？
　幼稚園の預かり保育料の助成内容と助成対象幼稚園を紹介します。

要申込幼稚園預かり保育
利用促進セミナー 第2弾

日時9月10日㈯10時～12時
会場中央保健福祉センター集団指導室
対象お子さんの3歳からの入園先を探し
ている人
定員先着80人　費用無料
※一時保育あり（要予約。生後6カ月以上、
先着40人、無料）
※8月6日㈯に開催したセミナーと同じ
内容です。
8月26日㈮までに、電話で幼児保育課

☎366－7351へ

働
幼

今後も、関係機関と連携し、誰もが利用
しやすい交通環境づくりを推進していき
ます　 交通政策課☎704－3996

●広報まつど　2016年（平成 28年）8月15日

3 　　　　　　　　　　　　　　　　7月は防災行政無線で4件の行方不明高齢者の探索を行い、全て発見されました。　　　　　　
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　輝く色が響きあい、生命力あふ
れる作品を全8点展示します。ぜひ
ご覧ください。
社会教育課美術館準備室☎366

－7463

パラダイスエア・
ショートステイ・プログラム

　彼女のデザイン
や映像作品はい
つも、色彩への探
究心から始まりま
す。松戸滞在中に、
色にまつわるワー
クショップを行う
予定です。

 http://paradiseair.info/
（一社）P

ペ ア

AIR☎364－8832、文化観光国際課☎366－7327

ベッキー・フリーマン
（オーストラリア）
ミュージシャン
滞在予定：
9月1日㈭～14日㈬

夏の終わりに盛り上がろう！
飛び入り参加もOK！

ラストサマーフェス&盆踊り
ラウラ・カルヴァーリョ
（ブラジル）
映像作家・色彩研究者
滞在予定：
9月20日㈫～10月4日㈫

8月27日㈯・28日㈰
〔小雨決行、荒天中止〕
催し物13時～20時
盆踊り17時～20時　※途中参加可。
会場松戸中央公園
費用無料（飲食は有料）
　恒例となった盆踊りイベント！30
店舗以上の屋台や地元アーティスト
のパフォーマンスもあります。27日
㈯には、コスプレイベントや痛

い た

車
し ゃ

（ア
ニメのイラストなどが描かれた車）展
示なども同時開催！
　みんなで盛り上がりながら、夏の終
わりを楽しみましょう。

松戸まちづくり会議☎080－
1023－0471、文化観光国際課☎
366－7327

　日本のラブソング、80年代のエレク
トロ・ボサノバなどに影響を受け、多
様で「カワイイ」音楽を創り出します。

ラストサマーフェス&盆踊り

会場同広場内「光と風の広場」（雨天の
場合は、広場の橋の下に変更）
※当日の入り口は中央口のみ、駐車場
は東駐車場のみとなります。
第1部18時～19時　
ダンスミュージック等のBGM演奏
第2部19時15分～20時15分　
2016年夏の終わりの夜を彩る曲の演奏
出演者入

い り

江
え

圭
け い

亮
す け

氏(トランペット)・阿
あ

部
べ

力
り き

太
た

氏（サックス）・古
ふ る

川
か わ

磨
ま

美
み

氏(トロ
ンボーン)・杵

き ね

渕
ぶ ち

政
ま さ

希
き

氏(ドラム)・濱
は ま

田
だ

竜
りゅう

司
じ

氏（ピアノ）・石
い し

川
か わ

佳
よ し

秀
ひ で

氏（チューバ）
同広場管理事務所☎345－8900

8月27日㈯
特別開園時間17時30分～21時

明るい光と躍動する色彩を感じませんか

色彩のメロディー 
田中雅子展

8月23日㈫～10月23日㈰
9時～22時
会場森のホール21　1階エントラン
スホール
費用無料
※休館日：月曜日（月曜が祝日の場
合には開館し翌日閉館）。

松戸まつり素人のど自慢大会
地区予選会参加者募集
　地区予選会を市内8会場で行います。
上位者による決勝は10月2日㈰に開催します。

対象市内の各地区に在住・在学・在勤の人
費用無料   
①③～⑥⑧9月3日㈯②9月17日㈯⑦8月27日㈯までに、電話で各地区の

申し込み先へ　※複数地区への参加はできません。
文化観光国際課☎366－7327

 ■分別されていないごみは収集できません
　最近、家庭ごみ集積所に未分別で出されているごみが増えています。「家
庭ごみの分け方出し方」を確認して、分別をお願いします。
 ■事業所から出るごみや多量のごみは家庭ごみ集積所には出せません
　事務所や商店などから出る「一般廃棄物」や、引っ越しや大掃除などで
出る「一時多量ごみ」は、分別区分に従って市の処理施設等に自己搬入す
るか、市の許可を受けた一般廃棄物処理業者に収集を委託（有料）してく
ださい。　※「一時多量ごみ」は、少量ずつであれば家庭ごみ集積所に出
すことができます。正しく分別し計画的に出してください。

　中央消防署現地建て替えに伴い、8月25日㈭～平成31年3月頃まで、現中
央消防署の消防隊、救急隊等を隣にある消防局に一時移転します。
移転先中央消防署→消防局2階へ、第
一方面本部予防担当室→消防局１階
へ、消防局警防課（消防局2階）→消防
局3階へ
　駐車スペースの減少に伴い、消防局
および中央消防署へお越しの際は、公
共交通機関をご利用ください。
交通案内松戸駅東口から新京成バス
（1・2番のりば）で「富士見台」下車
消防局消防総務課☎363－1116

ごみの出し方にご注意を

中央消防署が隣の消防局内に移転します

環境業務課☎366－7333

傘は「資源ごみ」、ライター（使い捨てタイプを含む）
は「有害などのごみ」の日に出してください。

中央消防署
※9月解体予定

県道
松戸
鎌ヶ
谷線

至 国道6号線

消防局

  松戸市消防局

玄関

駐車場
8台分

駐車不可

油彩画「包まれて・生」

要申込

　いつもと違った夏
の夜のひと時はいか
が？夜の公園でリビ
ングにいるようにくつ
ろぎながら、素

す

敵
て き

な
生演奏をお楽しみく
ださい。
　出店者による飲食
販売もあります。

ライブ
9月9日㈮19時から　
会場FANCLUB（本町20の10）
費用無料

部門 地区 日時 会場 申し込み・問い合わせ

①

歌謡

本庁 9/11 ㈰
13:00 から

松戸商工会議
所

鈴木印刷所☎ 362－7356、山
崎商店☎ 362－2494

② 八柱 9/23 ㈮
11:00 から

森のホール 21
小ホール

㈲板橋☎ 388－1334、㈲リコー
書店☎ 385－6300

③ 小金 9/11 ㈰
13:00 から

小金原市民セ
ンター

小金原中央商店街事務局（平
日 10 時 ～ 16 時 ） ☎ 341 －
4777、めがねのノン、味

み

楽
らく

④ 栄町 9/11 ㈰
13:00 から

古ケ崎市民セ
ンター

寝装品専門店ミツオカ☎ 363 －
6326、ファッションハウスいし
ざか☎ 364－3443

⑤ 常盤平 9/11 ㈰12:00 から
常盤平市民セ
ンター ㈱シブヤ楽器☎ 387－1566

⑥ 馬橋 9/11 ㈰
13:00 から

馬橋市民セン
ター

熊
くまがい

谷青果店☎ 343－6638、千
ち

福
ぷく

堂
どう

☎ 341－0336

⑦ 矢切 9/  4 ㈰
13:00 から

二十世紀が丘
市民センター

魚
うお

銀
ぎん

☎ 362－3673、㈲シノミ
ヤホームテック☎ 368－5544

⑧ 民謡 市内
全域

9/11 ㈰
10:00 から

常盤平市民セ
ンター ㈱シブヤ楽器☎ 387－1566
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①新番組「月のひみつ」
②キッズ＆ジュニアアワー
　「みずがめ座のおはなし」　
会場市民会館プラネタリウム室（N

ナ オ コ

AOKO S
ス ペ ー ス

PACE P
プ ラ ネ タ リ ウ ム

LANETARIUM）
同館☎368－1237

投影日9月3日～10月23日の間の土・日曜日、祝日（9月19日㈷を除く）
投影開始時刻①10時30分、15時30分（1回約40分）②13時30分、14時
30分（1回約20分）　内容①今夜の星空と、月面のお話②やさしい星のお話
とみずがめ座に伝わる物語
共通定員先着80人　費用50円（中学生以下無料）
投影開始30分前から同館2階で受け付け

星空観望会　
9月10日㈯18時～20時　内容星空案内と天体望遠鏡での観望（雨天曇天
時はプラネタリウムのみ）　定員先着80人（中学生以下は保護者同伴）　費用
無料
8月16日㈫から、電話で同館☎368－1237へ

★ ★
★ ★★

★
★

★

★

★
★

★

★
★

★★ ★

★

★
★

★★

★

★

★

★

晴香園フェスタ2016
「探検！発見！！大必見！？
～明日へのお宝ここにあり～」

　9月3日㈯10時30分～13時30分〔雨天決行、内容が一部変更の場合あり〕
会場児童養護施設晴香園（根木内こども館）　内容ウオークラリー、ウオー
ターバトル、模擬店等　
同園・廣

ひろ

井
い

☎345－2722

定員 ②のみ先着40人　費用各100円
  ②のみ電話またはEメールで同大学知財戦略課☎365－

1111(代表）、 tancoc@seitoku.ac.jpへ
子育て支援課☎366－7347

講座名 日時  会場
（聖徳大学） 内容等

①
子育て広場
―おやこで
“ゆるりん”

9/2～30の毎週金曜日10:00
～12:00
※9/23は、おやこで“ゆるりん”
講座「いっしょにつくろう」。

10号館
3階

内容安心して過ご
せる地域の親子交
流の場　対象2歳ま
での子と親

②
保育者のたま
ごのおはなし
会 要申込

9/24㈯11:00～11:30
（施設公開10:30～12:00）

川並弘昭記
念図書館内
こども図書
館

内容聖徳短大生に
よる絵本の読み聞
かせ、パネルシア
ター等

聖徳大学短期大学部 松戸子育てカレッジ

9月

―常盤平児童福祉館☎387－3320―
わくわく広場（わんぱく組）毎週水曜日10時30分～11時30分　（よちよち
組）毎週木曜日（22日除く）10時30分～11時　（はいはい組）毎週金曜日（23
日除く）10時30分～11時
あそぼう会毎週火曜日16時～16時45分　内容しゃぼん玉他　対象主に小学生
中高生の広場（TAPS）毎週土曜日17時～19時　内容卓球大会他
歌の広場3日㈯15時～15時30分　内容みんなで楽しく歌おう　対象小・中
学生
おはなし広場12日㈪16時～16時20分　内容ボランティアによる絵本のよ
みきかせ　対象幼児と保護者・小学生
卓球広場10日㈯14時～15時30分　内容基礎を学び試合をしてみよう　
対象小・中学生
あそび広場17日㈯・24日㈯各15時～16時　内容プラバン工作他　対象主に
小学生
―移動児童館☎387－3320―
わくわく広場東部スポーツパーク毎週水曜日10時～12時 小金北市民センター毎
週木曜日（22日除く）（なかよし組）10時20分から（わんぱく組）11時から　
稔台市民センター毎週金曜日（なかよし組）10時20分から（わんぱく組）11時か
ら　内容体操・手遊びなど
あそぼう会古ケ崎市民センター毎週火曜日15時～17時　柿ノ木台公園体育館毎
週水曜日15時15分～16時45分　小金北市民センター毎週木曜日（22日除く）
15時15分～17時　稔台市民センター毎週金曜日15時～17時　内容チョロＱ
大会他　対象小学生
―根木内こども館☎315－2985―
わらべうたの会2日㈮11時～11時45分　内容わらべうたを通してふれあい
を楽しむ　対象乳幼児と保護者
ひょうたんの会13日㈫11時15分～12時　内容手遊びとお話　対象乳幼児と保
護者
音楽であそぼう！ 14日㈬10時～11時　内容リトミックを楽しむ　対象乳
幼児と保護者（要予約）
絵本はじめのいーっぽ23日㈮11時20分～12時　内容読み聞かせと絵本の
紹介　対象乳幼児と保護者
パティシエ教室24日㈯10時～12時　内容ケーキ作りを楽しむ　対象小学4
年生以上（要予約）
工作くらぶ24日㈯13時～16時　内容紋切りあそび　対象小学生以上
シングルマザーの会24日㈯13時～14時30分（要予約）
囲碁教室毎週土曜日16時～17時　内容囲碁を学ぼう　対象小学生以上
（要予約）
―野菊野こども館☎331－1144―
おやこDE広場9日㈮11時30分～12時　内容絵本の読み聞かせ・手あそび
対象乳幼児と保護者
のぎっこひろば18日㈰13時30分～15時　内容こどもの国の準備をしよ
う！　対象小学生以上
中高生タイム①10日㈯②17日㈯③24日㈯各17時30分～19時30分　内容
①フリータイム②野菊野食堂③野菊野塾　対象中学・高校生
―森のこども館☎331－1144（21世紀の森と広場内・森の工芸館）―
3日㈯10時～16時　内容森のこどもまつり（要申込）　 直接または電話で
野菊野こども館☎331－1144へ

青少年姉妹都市
派遣生徒を募集します

豪雨体験！

派遣予定期間平成29年3月15日㈬～24日㈮　派遣先オーストラリア・ホワ
イトホース市　滞在方法ホームステイ　募集予定人数5人（作文および面接
〔英会話あり〕で選考）　対象市内在住の中学・高校生　費用23万円程度　
下記の事前説明会に参加の上、10月14日㈮までに、応募用紙と作文を

直接または郵送で、〒271－8588松戸市役所　（公財）松戸市国際交流協会
（☎366－7310）へ

　9月10日の「下水道の日」にちなみ「松戸市下水道展・大型台風体験イベン
ト」を開催します。
①展示ゾーン（下水道の役割等のパネル展示）＝8月22日㈪～26日㈮
②体験ゾーン（降雨体験車による豪雨体験）＝8月23日㈫10時～16時
会場①市役所1階連絡通路②市役所地下玄関前
※レインコートとタオルは数に限りがありますので、できるだけ持参してく
ださい。　※天候により予定を変更する場合があります。

9月3日㈯13時～16時　会場ゆうまつど　内容事故やケガなどの応急手当て
の実技等　対象出産準備または育児中の人　定員先着25人　費用100円（保
険代）　※一時保育あり（要予約、6カ月以上～4歳未満、先着10人）。
電話で地域福祉課☎366－3019へ

事前説明会
9月11日㈰13時～14時　会場ゆ
うまつど　※応募用紙を配布しま
すので、必ず参加してください。
不要。当日会場で

下水道整備課☎366－7361

※全て無料。 ※わんぱく組2
歳以上、なかよし組2歳未満、
よちよち組9カ月以上2歳未
満、 はいはい組8カ月以下。

降雨体験車

プラネタリウム
イベント 要申込

要申込

要申込幼児救急法スクール

姉妹都市ホワイトホース市
にホームステイしよう！

お子さんの応急手当てが学べます！

松戸市下水道展・
大型台風体験イベント



21世紀の森と広場内
博物館
〒270－2252 松戸市千駄堀671
☎384－8181

開館時間…10：00～18：00
（初日と最終日は公開時間が変更の場
合があります）
（休館日…月曜日）
◆第34回 レンガの会淡彩ス
ケッチ展
8/23㈫～28㈰まで
阿部☎362－7576

◆日本習字鈴木支部、柿の木
台支部合同教室展
9/3㈯～4㈰
鈴木☎369－2928

文化ホールギャラリー
☎367－7810

博物館と戸定歴史館は、市内在住の身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人
とその介護の人、市内在住の70歳以上の人は観覧料無料です。また、小・中学生も観覧料無料です。

開館時間…9:30～17:00（入館は16:
30まで）
休館日…月曜日（祝・休日の場合は
開館し、翌日休館）・年末年始
常設展観覧料…一般300円、高校・
大学生150円（団体料金あり）。
※障がい者専用以外の駐車場はあり
ません。21世紀の森と広場の有料駐
車場をご利用ください。

◆館蔵資料展「くらしのなかの
着物」
9/4㈰まで
会場企画展示室　費用無料
◆中高生 縄文土器に挑戦b

バイ

y 
d
ドローイング

rawing作品展
（中学生の部）8/21㈰まで
（高校生の部）8/30㈫～9/11㈰
会場企画展示室入り口ロビー
観覧料無料
◆ミュージアムシアター
・8/31㈬まで 13:15、15:15（土・
日曜日・祝日は15:15のみ）
「〈ＮＨＫスペシャル ドキュメント
太平洋戦争　第5集〉踏みにじ
られた南の島～レイテ・フィリピ
ン」〈49分〉
・9/1㈭～30 ㈮
「〈森浩一が語る日本の古代 
第3巻〉縄文時代　東の文化」
〈74分〉
会場講堂　定員各回先着80人
（申込不要）　費用無料
◆土日祝のキッズシアター
・8/28㈰まで　土・日曜日、祝日
13:15
「〈ふるさと再生 日本の昔ばなし〉
そそうの相九郎」他2話〈約25分〉
会場講堂　定員各回先着80人
（申込不要）　費用無料
・9/3㈯～24㈯ 土・日曜日、祝日

※申し込みの記載のないもの
は、全て当日会場で。

戸定歴史館
☎362－2050

開館時間…9:30～17:00（入館は
16:30まで）

13:15
「〈ふるさと再生 日本の昔ばな
し〉火男」他2話〈約25分〉
会場講堂　定員各回先着80人
（申込不要）　費用無料
◆午前11時の名画座
・8/31㈬まで 11:00
「〈日本の近代化遺産 第2巻〉
鉄は国家なり -九州の近代化
遺産-」〈54分〉
・9/1㈭～30㈮ 11:00
「〈ふるさとの伝承17〉湖と生
きる-びわ湖の四季の暮らし-」
〈40分〉
会場講堂　定員各回先着80人
（申込不要）　費用無料
◆はたおり体験（5分程度）
8/20㈯、9/3㈯各13:10～16:00
会場企画展示室　講師同館学
芸員・同館友の会サークル「は
たくさの会」　対象小学生以上
（申込不要）　費用無料
◆古文書を読む（近世中級編
Ⅰ）〔全5回〕
9/10㈯・24㈯、10/8㈯・22㈯、
11/5㈯各10:00～12:00
内容松戸に関わる江戸時代の古
文書を解読し、その歴史的背景
を解説　会場実習室　講師駒澤
大学非常勤講師・鈴木雅晴氏　
対象経験者　定員30人(抽選)
費用無料
8/30㈫〔必着〕までに、往復

はがき(1人1枚)に住所・氏名 (ふ
りがな)・電話番号を記入して
「古文書を読む(中級編Ⅰ)」係へ
◆ガイドツアー（総合展示解説）
随時受付（要常設展観覧券）

◆①健筋運動②簡単フラダンス
8・9月の毎週①木曜日②金曜日
（9/23・30除く）10:00～10:50
会場運動公園武道館　対象①60
歳以上②18歳以上の人　持ち
物①上履き　定員各先着25人　
費用1回500円　 同公園☎363
－9241
◆グラウンド・ゴルフ教室
8/21㈰9:00 ～12:00　会場東

とう

漸
ぜん

寺
じ

本堂裏広場（駐車場使用不
可）　 スポーツ推進委員・堀
☎344－1735
◆ソフトバレーボール大会・ヘ
ルスバレーボール教室
9/11㈰9:00～15:00　会場柿
ノ木台公園体育館　費用1チー
ム (4人以上) 1,500円　 9/4
㈰までに、電話でスポーツ推進
委員・坂

さか

平
ひら

☎366－3432へ
◆カローリング教室
8/28㈰13:00～15:00　会場南
部小学校　対象小学生以上　
スポーツ推進委員・平出☎367
－5457

　　　 　　アプリは無料でダウンロードできます。詳しくは市の公式ホームページをご覧ください。　問広報広聴課 (広報担当)☎366 ー 7320

松戸駅市民ギャラリー
生涯学習推進課☎367－7810

〈8/18㈭まで〉
ふるさと発見創造講座作品

展示
福原☎386－3289
油絵土曜会作品展
濱
はま

野
の

☎363－4961
〈8/19㈮～9/1㈭〉
浅
あさ

間
ま

台
だい

フォトクラブ写真展
薄
うす

井
い

☎04－7140－8815
水曜スケッチ作品展
田中☎363－3772

〈9/2㈮～15㈭〉
アトリエ新松戸カルチャー

教室展
アトリエ新松戸☎342－6006
洋画木曜会展
同会☎363－7850

開館時間…9:00～16:30（8/20㈯ま
では9：00～18：00）
休館日…月曜日（祝・休日の場合は開
館し、翌日休館）
※みどりの相談室は、水・土・日曜日と
祝日の10:00～12:00と13:00～15:30
（電話相談あり）。
※バーベキューのお問い合わせは、☎
385－1815へ。
◆ベリー類の育て方
9/1㈭ 13：30～15：00
講師千葉大学助教・三輪正幸
氏　定員先着70人　費用無料
◆タネから育てる秋播

ま

き草花
9/10 ㈯ 13:30～15:00
講師みどりの相談員・秋元満

みつ

司
じ

氏　定員先着24人　費用500円
◆初秋の野草を観察しよう
9/11㈰ 10:00～11:30
講師自然解説員・川端祥

しょう

子
こ

氏　
定員先着25人　費用無料
◆虫の世界をのぞきに行こう
9/18㈰ 10:00～ 11:30
講師自然相談員・髙

たか

保
ほ

純
じゅん

樹
き

氏　
定員先着25人　費用無料
◆バードウオッチング～秋の渡
りの鳥たち

パークセンター
☎345－ 8900

21世紀の森と広場

講座は全て申込制。電話でパーク
センターへ（9:00 ～17:00）

9/25㈰ 10:00～11:30
講師自然解説員・今村裕之氏　
定員先着25人　費用無料
◆楽しくバラの接

つ

ぎ木にチャ
レンジ
9/25㈰13:30～15:00
講師みどりの相談員・丸尾三恵子
氏　定員先着24人　費用1,000円

就寝後に、排尿のため何回も起きてしまう状態を夜間頻尿といいま
す。40歳以上で約4,500万人の方がこの症状を持っているといわれ、
加齢とともに頻度が高くなります。
この原因は大きく分けて3つが考えられます。1つ目は（夜間）多尿、
2つ目は睡眠障害、そして最後は、泌尿器系や中枢神経系の病気などに
よるものです。まず、多尿の原因としては、当然のことですが水分の
飲みすぎがあります。私達は日頃、適正な水分のとり方についてはほ
とんど意識していませんが、実際測定してみると水を飲み過ぎている
人が案外多いのが実情です。また一方で糖尿病や高血圧症、心臓病や
腎臓病など内科的な病気が原因のこともあります。2つ目の睡眠障害
は、なかなか熟睡できないため夜中に何回も目が覚め、その際気にな
ったり、気分転換のためにトイレに行ってしまったりという場合です。
日常生活の改善や睡眠導入剤などを使って、良く眠れるようになれば、
夜間頻尿も減っていきます。3つ目の原因は、膀

ぼう

胱
こう

が過敏になったり、
容量が減少したりする病気によるものです。前立腺肥大症や過活動膀
胱といったさまざまな泌尿器科の病気によるもの、あるいは脳卒中、
パーキンソン病などの中枢神経の病気によるものなどがあります。膀
胱の老化や、検査をしても原因が分からないケースもあることは事実
ですが、できる限りこれら3つの原因を明らかにし、それぞれに合った
日常生活の改善や治療をすることで1回でもトイレに行く回数が少なく
なれば、より快適な夜を過ごせることでしょう。
尿量は自宅で量ることもできるので、ある程度は自分で判断し努力
することで良くなっていく可能性もあります。しかし、現在服用中の薬
が原因だったり、検査した結果腎臓の機能が悪くなっていたなど思っ
てもみない状態のこともありますので、困った場合はかかりつけ医や
泌尿器科医に相談することをお薦めいたします。

夜間頻尿について
あなたの健康

松戸市医師会　  http://www.matsudo-med.or.jp/

390

第84回がん患者・家族「集いの場」　要申込
8月26日㈮13時30分～15時30分　※10時30分～12時にオストメイト
の集いを開催。　会場市立病院2号館5階会議室　内容フリートーキング　
定員先着15人　費用無料
電話またはFAXで同病院・がん診療対策室☎363－2171（内線1667）、
363－1489へ
市立病院健康教室「メタボ教室」　要申込
9月①7日㈬②14日㈬③21日㈬各13時から　会場同病院①2号館5階会議
室②③4号館地下1階会議室　内容①メタボってなに？②口

こ う

腔
く う

ケアから始
まる健康づくり③お薬の疑問、楽に続けて脱メタボ　講師同病院①医師
②歯科医師・歯科衛生士③薬剤師・保健師　対象次のうち一つでも当て
はまる人（肥満、血糖値や血圧が高め、中性脂肪が高い）、その家族、関
心のある人　定員各先着30人　費用無料
電話で同病院健康管理室栄養担当☎363－2171（内線1008）へ
懐かしの歌謡曲de健康体操！　要申込
9月13日㈫13時～14時30分　会場馬橋市民センター　講師音楽健康指
導士、介護予防指導士　対象おおむね65歳以上の人　定員先着30人　費
用無料
電話で新松戸高齢者いきいき安心センター☎346－2500へ
ウオーキングで脳力アップ！知っておこう認知症のこと
〔全3回〕　要申込
9月27日㈫、10月11日㈫・25日㈫各10時～11時30分（30分前から受
け付け）　会場ゆうまつど　内容セーフティウオーキングナビによる歩き
方チェック、認知症とウオーキング講座、実技　講師NPOライフサポー
ト機構理学療法士・上

かみ

岡
おか

尚
なお

代
よ

氏、運動指導士・森本恵子氏、介護食アド
バイザー・原由美子氏他　対象本庁・矢切地区在住で、認知症予防に関
心があり、全日程参加できる65歳以上の人　定員先着30人　費用無料
電話で本庁・矢切高齢者いきいき安心センター・宮

みや

良
ら

☎363－6823へ

◆ファミリー・フォト・グルッ
ペ写真展
9/6㈫～11㈰
樋
ひ

口
ぐち

☎343－3323
◆まちづくり用地活用事業模
型展示
9/8㈭～11㈰
公共施設再編課☎701－

5217
◆第36回 松戸市小中学校
理科作品展
9/15㈭～18㈰
指導課☎366－7458

休館日…月曜日（祝・休日の場合は開
館し、翌日休館） 
入館料…共通券一般240円など　　
個別券一般150円など

◆夏季展「坂川・江戸川　水景色」
9/22㈷まで
内容写真が趣味だった徳川昭武
はおよそ 100年前の坂川、江
戸川流域を撮影しました。明治
時代の庶民と水の暮らしの写真
は希少です。観覧後はきれいに
整備された坂川の遊歩道の散策
もどうぞ。

●広報まつど　2016年（平成 28年）8月15日
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※都合により会場等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。

リズミックカンフー八ケ崎クラブ
毎月第1～4水曜日10時15分～11時45
分　 八ケ崎市民センター　 30～69歳
の人　 先着5人　 月3,800円（入会金
2,000円）　 成嶋☎090－3470－1260
松戸陳式太極拳道友会
毎週火曜日19時～21時　 運動公園武

道館　 初心者　 月3,000円（入会金
2,500円）　 福

ふく

良
ら

☎090－5215－0496
花の会（太極拳）
毎週月曜日10時～12時　 運動公園他
先着20人　 月2,500円（入会金なし）
和
わ

久
く

☎080－5497－9825
六実サッカークラブ
毎週日曜日（全学年）、毎週土曜日（小学

3年生以上）13時～17時　 六実小学校他
5歳～小学6年生　 月1,000円（小学
生）、500円（未就学児）（入会金1,000円）
小巻☎080－6180－7502

ゆったり体操倶楽部
毎週金曜日11時～12時30分　 運動公

園　 月2,000円（入会金1,000円）　
熊
くま

谷
がい

☎392－8510
松戸女性洋画教室
第3・4水曜日13時～16時　 市民会館
月3,000円（入会金2,000円）　 田中☎

080－1250－5241
全日写連松戸支部（写真サークル）
第4土曜日17時～19時30分　 馬橋

市民センター　 月1,500円（入会金500
円）　 木村☎090－5796－3226

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、助成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

●フリーコンサート
8月20日㈯14時～16時　 ゆうま

つど　 クラシック・ギターを中心とする
他楽器とのコラボレーションや重奏等　
松戸ギタークラブ・永

なが

松
まつ

☎342－3825
◆秩父巡礼・説明会
8月21日㈰13時30分～15時30分
市民会館　 先着10人　 電話で秩父
巡礼の会・布

ぬの

目
め

☎343－7430へ
◆水辺の生物調査参加者募集
8月23日㈫9時松戸駅中央改札出口集

合、12時解散〔雨天中止〕　 ふれあい松
戸川　 水辺にすむ生物を捕まえ、その
種類と量から水環境を評価する　 小学
3年生以上（2年生以下は保護者同伴で参
加可能）　 先着20人　 飲み物、筆記
用具、汚れてもいい服装　 電話または
FAXに氏名・年齢・電話番号を記入して、
川いい会・阿部☎ 343－5463へ
●スクエアダンス初心者講習会〔全16回〕
9月1日～平成29年1月26日の木

曜日 (月 3回予定 )14時 30分～16時
30分　 稔台市民センター　 体と心の
健康づくり　 動きやすい服と靴　 月
1,000円　 稔台スクエアダンスサークル
i・石井☎364－4739
●ワルツ・ジャイブ講習会〔全 3回〕
9月１日㈭・8日㈭・15日㈭各19時～

21時　 稔台市民センター　 JDCス
タンダードA級・田原健二氏　 中級者
3,000円　 電話でクルミダンス・大

おお

場
ば

☎080－1579－4358（昼間のみ）へ
●スローフォックストロット・ルンバ講習会
〔全3回〕
9月 3日㈯・10日㈯・17日㈯各13

時～15時30分　 八ケ崎市民センター　
JCFスタンダード・ラテンA級・安部

邦臣氏　 中級者　 3,000円　 八ケ
崎ダンスサークル・大

おお

場
ば

☎080－1579
－4358（昼間のみ）
●秋季市民ソフトボール大会
9月4日㈰・11日㈰・25日㈰、10月

2日㈰（予備日10月23日㈰）各8時30
分試合開始（4日のみ9時開始）　 古ケ
崎河川敷ソフトボール場他　 ABCDの
4クラス別トーナメント　 市内在住・在
勤者で編成されたチーム　 一般男子1
チーム10,000円、一般女子1チーム7,000
円（別途事務費1,000円）　 8月20日
㈯18時30分から運動公園武道館会議
室で行う代表者会議で　 松戸市ソフト
ボール協会・鈴木☎345－7912
◆コケだまミニ盆栽を作ろう
9月4日㈰13時～15時　 21世紀

の森と広場 森の工芸館　 先着15人　
剪
せん

定
てい

1,500
円　 号・参

バサミ、手袋、ビニール袋　
FAX に住所・氏名・電話番

加人数を記入して、千葉県森林インストラ
クター会・野村 047－467－1334 へ

●スクェアダンス無料体験会（歩いて踊
る楽しいグループダンス）
9月①4日㈰②11日㈰③18日㈰④

25日㈰各15時～17時　 ①馬橋東市
民センター②小金市民センター③④小金北
市民センター　 初心者　 松戸スクェ
アダンス協会・杉

すぎ

井
い

☎090－7241－
9548
◆ステンドグラス体験者講習会
9月5日㈪～7日㈬各13時～15時

30分　 羽黒第二ビル2階（市民劇場向
かい）　 先着3人　 綿100％のエプロ
ン　 5,000円　 電話で同会・金

かな

森
もり

☎
080－3450－6415（13時～17時）へ
●社交ダンス初級講習会(基本ステップ)
〔全4回〕
9月5日～26日の毎週月曜日15時～

16時　 馬橋東市民センター　 多少
経験のある人　 ヒマワリ会ダンスサー
クル・江

え

種
ぐさ

☎341－1250（昼間のみ）
●松戸市パークゴルフ協会月例会
9月10日㈯8時～12時　 白井市遊

楽パークゴルフ場　 36ホールストロー
ク戦（午後はフリー）　 10歳以上の人　
1,600円　 電話で同協会・川田☎090
－2148－0017へ
●松戸市レディース卓球大会
9月15日㈭9時から　 運動公園体

育館　 ランク別トリプル団体戦　 市
内在住・在勤の女性　 1人800円　
9月5日㈪までに電話で同卓球連盟・武井
☎090－4628－5244へ
◆わんぱく体操クラブ体験会
9月21日㈬10時～11時30分　 六

実市民センター　 親子体操とママ達の
健康維持のための体操　 幼稚園入園前
の子　 先着10人　 500円　 電話で
同クラブ・奥山☎080－1133－4430へ
●秋季クラブ対抗ソフトテニス大会
9月22日㈷8時10分受付〔コート不

良の場合中止〕　 栗ケ沢公園庭球場　
3組1チーム(中学生以上)男女1・2・3部
別　 市内在住・在勤・在学・在クラブの人
1チーム6,000円　 8月31日㈬まで

に所定の振込用紙で　 松戸市ソフトテ
ニス連盟・藤井☎090－4014－9753
◆まつどクラシックカーフェスティバル
参加者募集
10月1日㈯・2日㈰各10時～17時
松戸駅西口地下駐車場（松戸まつり会場
内）　 展示、ミニパレード　 1988年
以前に製造された車両　 先着45台　
1台につき2,000円　 8月31日㈬〔必
着〕までに、住所・氏名・連絡の取れる電
話番号を記入して、参加車両の車検証（写
し）と写真を同封して、封書で松戸市二十
世紀が丘美野里町228まつどクラシック
カーフェスティバル事務局（吉岡建設工業
内、☎090－3497－5439）へ

　スマートフォン・タブレット用アプリ「i 広報紙」を利用して広報まつどを配信しています。ぜひご利用ください。　　　　　　

松戸クロッキーの会（専門モデルによ
る人物デッサン）
毎月第1・3金曜日18時30分～21時　
市民会館　 クロッキー帳、鉛筆　 月
3,500円（入会金3,000円）　 細

ほそ

谷
や

☎384
－4736
稔台社交ダンス木曜会
毎週木曜日19時～21時　 稔台市民セ

ンター　 中級者　 ダンスシューズ　
月3,000円（入会金なし）　 江

え

原
はら

☎090－
3341－1749
美
み

松
まつ

会
かい

社交ダンスサークル
毎週土曜日12時～14時　 勤労会館　
月3,000円（入会金なし）　 岩佐☎090

－2730－0384
シャローム・ゴスペル
月3～4回月曜日10時～12時　 流山市
生涯学習センター　 月3,500円（入会金
1,000円）　 大山☎090－9679－8515
おり紙教室
第3水曜日10時～12時　 六実市民セ

ンター　 月500円（入会金なし）　 草
野☎090－2311－0448
松戸ウクレレクラブ
第2・4月曜日13時～15時　 八柱駅近

くのカラオケ　 月3,000円（入会金1,000
円）　 橋本☎090－3538－3144
松戸ボタニカルアート
第2・4月・水曜日10時～12時　 ゆう

まつど　 月3,000円（入会金なし）　
今
こん

☎366－1803

松戸地域職業訓練センター講座

講座名
日時 

午前= 9:30～12:30
　 午後=13:30～16:30

初めてのパソコン＆インターネット
（Windows） 9/ 6㈫～ 9㈮午前

Wordを使った文書作成講座 9/ 3㈯・10㈯午前・午後
Ｗｏｒｄ応用講座（Ｗｏｒｄ経験者） 9/26㈪～29㈭午前
Excelを使った表計算講座 9/26㈪～29㈭午後
Excel応用講座(Excel経験者） 9/ 6㈫～ 9㈮午後
Excel活用講座(Excel経験者） 9/13㈫～ 16㈮午後
Ａｃｃｅｓｓ基礎講座
(Ｅｘｃｅｌデータベース知識がある人） 9/13㈫～ 16㈮午前

定員各先着10人　費用12,000円（当会員事業所または団体会員メンバーは
10,000円）

※開催日の7日前に申
し込みが 2人に満た
ない場合は中止。
※受講費用の一部を
助成する若年者職業
訓練講座助成金制度
の詳細は、電話で商
工振興課☎ 711－
6377へ。
 受講料を添えて、

直接同センター（小
金原 1の19の 3、☎
349－3200）へ

Windows7 使用

要申込
相談名（原則予約制） 日時 予約・問い合わせ

不妊相談
電話（予約不要） 9/ 5 ㈪ 9:00 ～ 11:30

☎361－2138
来所 9/ 5 ㈪ 13:30 ～ 15:00

思春期相談 9/12 ㈪ 14:00 ～ 17:00
精神保健福祉相談 9/ 6 ㈫ 14:00 ～ 16:00
酒害相談 9/15 ㈭ 14:00 ～ 16:30

エイズ検査

即日検査 9/ 6㈫・20㈫13:30～14:00

☎361－2139夜間検査 9/20 ㈫17:30 ～19:00
※要予約。　※検査は匿名・無料。
※梅毒、クラミジア、B型・C型肝炎の検査も可。

DV相談
電話（予約不要） 月～金曜日 9:00 ～ 17:00

☎361－6651
来所 原則金曜日 9:00 ～ 17:00

障がい者
差別相談

電話（予約不要） 月・火・木・金曜日
9:00～ 17:00

☎361－2346
367－7554来所

松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談

　今年も小金の街おこしとして、小
金宿まつりが開催されます。駅前
広場では、楽しいイベントと出店が
いっぱいです。
・26日㈮18時～21時　
前夜祭ジャズフェスティバル
・27日㈯15時～21時　
音楽パレード、吹奏楽、阿波踊り
・28日㈰16時～21時　
小金サンバ、さんさん音頭コンテス
ト、盆踊り
※当日は、交通規制があるほか、バ
ス、タクシー乗り場が変更となりま
すので、ご注意ください。
同まつり実行委員会・堀☎341－

0006

第21回
8月26日㈮～28日㈰ 会場JR北小金駅南口広場他

小金宿まつり小金宿まつり
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松戸にラテンの風が吹く？！
　つい先日、松戸市の公式代表団に同行して
ドミニカ共和国（英名略：DR）を訪問しまし
た。DRはカリブ海にある小さな国で、野球大
国としてよく知られています。首都のサント
ドミンゴはカリブ海に面しています。コロニ
アル風の建築と激しい往来、ラテン系の音楽
が今までも記憶に残っています！
　公式訪問の主な目的の一つは、DRのさまざ
まなスポーツ委員会と打ち合わせをし、2020
年の東京オリンピック・パラリンピック大会開
催中に松戸市を第二の故郷（「ホスト・タウン」）

にすることを提案することでした。温
かく迎えられ、調印したオリンピック
覚書だけではなく、ドミニカ国民の文
化に対する多くの善意も持って松戸
に戻ってきました。この新しい国際パ

ートナーシップに向かって第一歩を踏み出す松
戸市を目の当たりにできてうれしく思います。
　松戸市の皆さん、DRとの交流をこれから期
待してくださいね！

国際交流員が松戸の魅力を紹介します

エリンが行く、どこでもマツド！
 Here comes Erin!

Matsudo now comes with a Latin twist
I recently accompanied a delegation of Matsudo City officials on a 
trip to the Dominican Republic. The ‘DR’ is a small nation located in 
the Caribbean region, most well-known for its world-class baseball 
players. The Dominican capital, Santo Domingo, is nestled right on 
the Caribbean Sea. Its colonial architecture, bustling traffic and latin 
soundtrack still lingers in my memory!
One of the main purposes of the trip was to meet with various 
Dominican sporting bodies and invite them to make Matsudo City 
their 2020 Tokyo Olympic and Paralympic ‘home’. We were warmly 
received, and have returned to Matsudo not only with signed 
Olympic memorandums, but also with an abundance of good will 
for the Dominican people and culture. It was a pleasure to watch 
Matsudo City take the first step towards this new international 
partnership.
Keep your eyes peeled for many exchanges with the DR in the near 
future!
気軽に連絡してください！　Please contact me anytime!
mccir@city.matsudo.chiba.jp （English・日本語・Español = OK!）
文化観光国際課☎366－7327
 http://www.city.matsudo.chiba.jp/profile/InternationalPortal

　6月17日に千葉県教育会館で行
われたNHK杯全国高校放送コンテ
スト千葉県大会で、専修大学松戸高
等学校放送部が創作テレビドラマ
部門で最優秀賞、アナウンス部門で
北野絢子さん（3年）が優良賞を獲
得し、全国大会に出場しました。
　7月25日から代々木オリンピック
センターで行われた全国大会では惜
しくも入賞を逃しましたが、部長の角

すみ

葉
は

月
づき

さんは「3年生最後の大会で、
両部門において有終の美を飾れて
良かったです。」と語ってくれました。

後世に残せるような
作品をつくり続けたい
友禅染作家  中澤英高さん

なか　　ざわ　　えい　 こう

　市内3地区にある梨園で、甘くてみ
ずみずしい梨がたわわに実りました。
梨園によりいろいろな種類の梨がある
ので、各園の梨の食べ比べも楽しめま
す。幸

こう

水
すい

、豊
ほう

水
すい

の後から収穫される
「かおり」や「あきづき」「新

にい

高
たか

」など人
気の品種の梨が収穫されます。
開園期間10月初旬まで　標準価格1
㎏当たり650円　入園料無料　
※梨園のクーポン券付きパンフレットは、とうかつ中央農業協同組合各支
店、文化観光国際課および各支所に用意しています。
松戸市観光梨園組合連合会事務局（文化観光国際課内）☎366－7327

　市内ジム「パラエストラ松戸」（馬橋）に所属する飛
あすか

鳥拳
けん

さんが、修斗世界フライ級チャンピオンに輝きました。
　7月に行われたタイトルマッチは怪我で10カ月ぶりの
試合となりましたが、対戦相手のレス
リング仕込みのタックルをはねのけ
て見事勝利。念願のチャンピオンベ
ルトを手にしました。
　「タイトルの防衛はもちろん、国内
外の大きな大会で試合をしたい」と、
今後の目標を語る飛鳥さん。これか
らも活躍が楽しみです。

まつどの梨おいしいね！
市内観光梨園がオープン！

　「自分の思いを作品に込めるのが作家。これに昔ながらの友禅染の技法を
踏襲しながら作品を創作しています」と語る中澤さん。「職人」から「作家」
に転身して35年間、すべての工程を中澤さん一人で行っています。着物一
着にかける創作期間は2カ月半から3カ月。創作工程の中で一番苦労するの
は図案で、作品のイメージができるま
で何度も書き直しているそうです。
　中澤さんが友禅染作家に転身し
たのは37歳のとき。日本人の洋装
化が進み、着物を着る人が減って
いく時代に、いくら技術があっても
ただ着物を制作するだけの職人で
は今後やっていけないと一念発起し
ました。転身してからの3年間は友
禅染を学び直し、創作活動に没頭。
40歳のときに「日本伝統工芸展」で初入選を果たしました。
　中澤さんの江戸友禅の作風は、京友禅の色鮮やかさとは異なり、自然の
風景描写で情緒的なものを繊細な濃淡で表現しているのが特徴です。「自
分が表現したいものを創作して、それを認めてもらうことが作家としての
喜び」と中澤さん。2010年には展覧会「21世紀の伝統工芸－世界の眼－」
で最優秀賞とMOA美術館賞を受賞しました。このほかにも東京国立近代
美術館やイギリスの大英博物館に作品が収蔵されるなど、中澤さんの友禅
染は国内外で高い評価を得ています。
　「後世に残るような作品を創作できたらという希望をもってこれまで作
品を発表してきました。美術館に作品が収蔵されるようになったことは私
の誇り。これからも作品を創作し続け、多くの人に友禅染を知ってもらい
たい」と、思いを込めてこれからも筆を動かし続けます。

松戸市の公式代表団、DR担当者3人と送別会

作品「露ノ光」の前で

どんなときでも支え合い、
より絆を深めながら、笑顔
の絶えない幸せな家庭を築
いていきます＾＾♪

佑
ゆう

輔
すけ

さん・詩
し

織
おり

さん

ᐘࡓࡃ࡞ࠕߖ

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

月日・電話番号・コメント50文字以内・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

専大松戸高校がNHK杯全国高校
放送コンテストで全国大会に出場

修斗（総合格闘技）の
世界チャンピオン誕生！

シュート

飛鳥拳選手

松戸市安全安心情報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

緊急重要情報のメール配信を
行っています。サービスの利用
は登録が必要です。（QRコード
から登録できます）。

パソコン・スマートフォン版 モバイル版 パソコン・スマートフォン版 モバイル版

2016.8.15
（平成28年）




