
　
地域猫活動を通して、

以前はあいさつ程度のお付き
合いだった方がメンバーの一員とな

り、猫セミナーや映画鑑賞会などを通
して活動の輪が広がっています。今年は
6 月に猫セミナーを、11 月に映画鑑賞会

を予定しています。興味のある方は、
ぜひご参加ください。

（幸田地域猫の会・田居陽子さん）
問環境保全課☎366－7336

地域猫活動により、野良猫を排除することなく徐々に減らすことができます。
一代限りの命を温かく見守りましょう。 問環境保全課環境衛生係☎366－7336

幸田地域の定例会に集まった、幸田地域猫の会、
幸田3丁目地域猫の会、幸田4丁目地域猫の会、中
金杉地域猫の会、松ねこ他の皆さん

　飼い主のいない猫が庭や畑などを荒らしたり、ふん尿などで汚したりす
ることを原因とする「野良猫トラブル」が増加しています。
　地域の環境を守るため、猫が好きな人も猫が嫌いな人も一丸となってト
ラブル解決に向けて話し合いましょう。地域猫活動により住みよい地域に
なる他、地域コミュニティーの活性化にもつながります。市では地域猫活
動のパンフレットやチラシを作成しています。ぜひご利用ください。

地域猫活動の輪が

広がっています

〜野良猫から“地域猫”に〜

手術費用の一部を助成します
対象市の住民基本台帳に記録されていて、市税の滞納がないなどの条件を
満たした人　対象手術市内に生息する飼い主のいない猫に対する、平成29
年4月1日以降に市が指定する動物病院で実施する不妊・去勢手術　限度
額1件5,000円（オス）・7,000円（メス）・9,000円〔メス（妊娠中)〕　
※１人につき年度内10件まで。 

5月8日㈪から、申請書に必要書類を添付して直接環境保全課へ　
※予算額に達し次第、受け付け終了。 ※補助金交付手続案内および
申請書は、同課で配布する他、市ホームページからダウンロードできます。

不妊去勢手術
　野良猫の繁殖を抑えることで、排除するこ
となく徐々に減らすことができ、発情による
鳴き声やケンカ・尿の臭いも抑えられます。

エサやり
　時間と場所を決めましょう。猫は気まぐれです。
姿を見せない猫に置きエサをするのはやめましょう。
カラスや害虫のエサになり、悪臭の原因になります。

トイレの設置･清掃
トイレは多いほど効果的です。トイ
レだけではなく広範囲を清掃するこ
とで地域もきれいになります。

　地域猫活動中にバッジをつけることにより、地域猫活動の
理解と普及にもつながります。
対象市内で地域猫活動を実施している人、これから地域猫活
動を始める人、地域猫活動の普及啓発をする人　貸与期間
貸与した日から当該年度末（年度更新）  ※貸与には条件等
があります。詳細は環境保全課にお問い合わせください。 

地域猫
活動バッジ
を貸し出しています
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地域皆で取り
組みましょう

1人で行う地域猫活動には
限界や制限があると思い
ます。
活動に協力できる地域の
人と、役割を決めて活動
することが大事です。

地域猫活動って

具体的に何をするの

人と飼い主のいない   との共生

耳がＶ字にカットされ
ていれば不妊去勢手術
が済んでいる“地域猫”
かもしれません。オス
は右耳、メスは左耳に
そのサインがあります

耳のVカットが目印

　市内の小学3年生の女子児童が3月24日に行方不明になり、命を奪われる事件が発生しまし
た。市では、事件後すぐに緊急特別体制を組み、市民の皆さんの不安を取り除き安心して暮ら
せるよう、警察・関係団体と連携して警戒を強化しています。
　引き続き、市ホームページ等で安全安心にかかわる情報を発信していきます。また、携帯電
話やスマートフォンに安全安心情報をメール配信していますのでご利用ください。

子どもの安全を
守るために

松戸市安全安心メール
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●乳がん検診の制度が変わりました
●骨髄移植ドナーに助成金
●乳幼児の予防接種費用を一部助成
●市立総合医療センター移転開院スケジュール
●まつどCM大賞受賞作品決定!



日程 検査会場
4/17㈪～19㈬ 総合福祉会館
5/  8㈪・  9㈫ 運動公園
5/16㈫～18㈭ 東部クリーンセンター
5/23㈫～25㈭ 和名ケ谷クリーンセンター
6/  6㈫～  8㈭ 馬橋市民センター
6/13㈫～15㈭ 古ケ崎市民センター
7/  4㈫～  6㈭ 市役所計量検査室

問行政経営課☎366－7311
問商工振興課労政担当☎711－6377

市役所の組織を見直しました
● 道路建設課（道づくり課から名称変更）
 他課名称との混乱を避けるため
● 政策推進課　東京オリンピック・パラリンピック推進担当室（新設）
 業務対応強化のため
● 子ども家庭相談課　子どもの未来応援担当室（新設）
 子どもの貧困対策の強化のため
● 下水道整備課　経営担当室（新設）
● 下水道維持課　料金担当室（廃止）
 下水道事業の公営企業化の準備に伴う2課の業務分担の見直しのため

4月1日からまつど地域若者サポートステーションが松戸駅近隣に移転
日時火曜日～土曜日（祝日除く）9時30分～17時　会場松戸商工会議所別
館（松戸駅下車7分）　費用無料
問まつど地域若者サポートステーション☎703－8301

若年者職業訓練講座助成金制度
（平成29年度より対象年齢を引き上げました）
　正規雇用を目指している若年者に、就労に必要な知識や
技術の習得・向上を目的とした市指定講座の受講料の一部
を助成します。　対象市内在住の39歳以下の求職中の人

障害者職場実習奨励金制度
要件①市内在住の障がい者を、1人につき5日以上受け入れた事業主②公共
職業安定所または、市が指定する施設の紹介によること　奨励金額障がい
者1人につき1回2万円

その他サービス
●社会保険労務士による「松戸市労働相談室」
●求人・求職情報提供サイト「Let'sまつど」

時間各10時～15時　検査地域郵便番号271の地区および稔台、稔台1～
8丁目、和名ケ谷、紙敷、紙敷1～3丁目、東松戸1～4丁目、高塚新田、

問消費生活課計量担当☎366－7329

4月23日㈰13時30分～15時30分　会場市民会館
講師渋沢史料館館長・井上潤氏　費用無料
申不要。直接会場へ
問戸定歴史館☎362－2050

　150年前の1867年。渋沢栄一は、パリ万博に徳川昭
武の随行者として赴きました。2人がパリ滞在中に幕府が
倒れ、万博のことは忘れ去られてしまいましたが、若き
渋沢は現地で学んだ銀行や会社の知識を生かし、明治以
降、日本の資本主義の発展に大きな足跡を残しました。

子ども部の一部が移転しました　　　問財産活用課☎366－7316
　子ども政策課、子ども政策課幼児教育担当室、子育て支援課（児
童給付担当室を除く）は、市役所新館7階から9階に移転しました。

問国民健康保険課資格賦課班☎366－7353
　国民健康保険（国保）の資格変更は自動的に行われません。
○会社に就職した人
　国保の資格を喪失する届け出が必要となります。届け出をしないと国
保の保険料の請求が続き、未納の場合は督促状・催告書が送付されます。
届け出には、国保と職場の両方の保険証（職場の保険証が未発行の場合
は、職場の健康保険等に加入したことを証明するもの）を国民健康保険
課または各支所に持参してください。
○会社を退職した人
　他の保険をやめて無保険になった場合、国保に加入する届け出が必要
です。他の健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度の対象とな
る人、生活保護を受けている人以外で手続きをしていない人は、国民健
康保険課または各支所に今まで加入していた健康保険の資格喪失証明書
と身分証明書（運転免許証など）を持参してください。

会場①④京葉ガス第2ビル1階料理教室②
③ゆうまつど　定員①③④20人②45人
（すべて抽選）　持ち物①④筆記用具・エ
プロン・三角巾・布巾②③筆記用具　費
用①500円②③無料④1,000円

申4月13日㈭〔必着〕までに、往復はがきに、希望講座名（1枚で複数講座可）、住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号を記入し、〒271－8588松戸市役所　消費生活課消費者月間教室係（☎
366－7329）へ　※定員に満たない場合は4月14日㈮から電話で受け付け　※②③は一
時保育あり（電話で要予約、各先着6人、1歳6カ月以上～小学2年生まで、おやつ代200円）。

消費者月間教室消費者月間教室
受講者募集受講者募集 要申込

②クリーンエネルギー自動車導入補助金
対象クリーンエネルギー自動車を新規に購入・リースした市内在住の個人
および市内に事業所を有し事業を営んでいる事業者
③省エネルギー住宅等普及促進事業費補助金
対象市内に自ら居住するゼロエネルギー住宅等を購入・改修等した市民
④事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金
対象事業用省エネルギー設備等の導入を行う市内の事業者
共通申請期限平成30年3月①12日㈪②～④30日㈮〔必着〕
※予算に達し次第締め切り。 ※詳細は、環境政策課また
は各支所、市ホームページから入手できるパンフレット・
申請書等をご覧ください。

①住宅用省エネルギー設備設置費補助金　※要件が大きく変わりました
対象4月1日㈯～平成30年3月10日㈯に、未使用の補助対象設備を購入し
て設置または設置された住宅を購入し引き渡しを受けた市民

問環境政策課☎366－7089

時間①②④⑥⑦⑩～⑫9
時～12時③⑤⑧⑨13時～
16時　会場シニア交流セ
ンター（④～⑦は常盤平
市民センター）　対象40歳
以上の人　費用①④～⑫
各3,000円②③各6,000円
（別途教材費各500円程度）
申4月21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、

対象システム 補助金額
太陽光発電 ※1 1kWあたり2万円、上限9万円
家庭用燃料電池 10万円
定置用リチウム蓄電 10万円
太陽熱利用 ※2 5万円
地中熱利用 10万円

内容 日程
①パソコン入門 5/  9㈫
②Word基礎〔全2回〕 5/10㈬・17㈬
③Excel基礎〔全2回〕 5/11㈭・18㈭
④タブレット（iPad）入門 5/16㈫
⑤タブレット（iPad）実用 5/25㈭
⑥スマホ入門 5/25㈭
⑦スマホ・アプリ 5/30㈫
⑧Windows10の操作 5/10㈬
⑨メールの取得・操作 5/17㈬
⑩Facebook 5/11㈭
⑪LINE 5/24㈬
⑫個人授業 5/23㈫・31㈬

テーマ 日時 講師
①天然酵母でパンづくり 5/11㈭ 10:00～ 13:00 松戸市消費者の会会員
②子どものスマホ家庭内ルールを考えよう 5/13㈯ 13:30～ 15:30 NPO企業教育研究会・竹内正樹氏
③初めてのらくらくスマートフォン 5/23㈫ 10:00～ 12:00 NTTドコモあんしんインストラクター
④カンタン乾物クッキング 5/26㈮ 10:00～ 13:00 かんぶつマイスター・長谷部美野子氏

〒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パ
ソコン教室係 330－5008（☎330－5005）へ

秋山、秋山1～3丁目、大
橋、仲井町1～3丁目、松
戸新田、野菊野　※上記
以外は来年度実施。　
持ち物はかり・申請書・
手数料　※家庭用はかり
の無料検査も同時実施。

※1 既築住宅で、エネ
ルギー管理システム
(HEMS)または定置用
リチウムイオン蓄電シ
ステムが設置されてい
ること
※2 自然循環型を除く

市ホームページ
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講演会

シルバー人材センター シニアパソコン教室 要申込手続きは確実に！国民健康保険

パリ万博
と

渋沢栄一

問消費生活課計量

商取引 証明用 の計量器定期検査

あなたの就職活動就職活動を市が応援します

解説
します

乾物クッキング（ごま豆腐）

Let'sまつど

くらしに役立つ

●広報まつど　2017 年（平成 29年）4月1日

2 臨時福祉給付金（経済対策分）の支給対象となる可能性がある人には申請書を送付しています。



お知らせ

市民が家庭や市民農園等で栽培した農
産物の放射性物質測定を行っています
毎週火・木曜日（祝日、年末年始を除
く）　 市内在住の人　 電話で農政課
☎366－7328へ

町会・自治会掲示板修繕補助金の上限
額を1万円に増額します
　工事施工前に必ず市民自治課自治振興
町名整備班☎366－7318にご相談くだ
さい

市民センター・市民交流会館の備品使
用料金の貸し出し単位が変わりました
　4時間ごとから1時間ごとに変わりま
した。 詳細は市ホームページまたは各施
設の窓口でお問い合わせください　 市
民自治課☎366－7318

4月5日㈬に平成29年度固定資産税・
都市計画税の納税通知書を発送します
　転居等により同通知書が届かない場
合はご連絡ください　 固定資産税課☎
366－7323

①松戸市総合計画第6次実施計画②松
戸市公共施設等総合管理計画を策定
公表内容 計画、市民の皆さんから寄せら
れた意見の概要、意見に対する市の考え
方　公表方法行政資料センター、各支所
（①は政策推進課②は公共施設再編課で
も）および市ホームページで　 ①政策
推進課☎366－7072②公共施設再編課
☎701－5217

①松戸市空家等対策計画（案）②「松
戸市指定地域密着型サービスの事業の
人員、設備及び運営に関する規準を定
める条例」の一部を改正する条例（案）
等③第3次松戸市協働推進計画（案）に
ついてのパブリックコメント手続実施結
果を公表
公表内容①③計画案②条例案、市民の皆
さんから寄せられた意見の概要、意見に
対する市の考え方　公表方法行政資料セ
ンター、各支所（①は住宅政策課②は介
護保険課③は市民自治課でも）および市
ホームページで　 ①住宅政策課空家活
用推進室☎366－7366②介護保険課☎
366－7370③市民自治課☎366－7062

松戸市協働のまちづくり協議会「市民
公募委員」を募集
委嘱期間 9月～平成31年8月（2年間）　
市内在住の18歳以上の人　 2人　※
会議は平日の昼間に開催（年10回程度）  
報酬日額8,500円（交通費含む）  4月

28日㈮〔必着〕までに、履歴書（写真
貼り付け。市民活動経歴がある場合は
記載）・作文〔テーマ「私が考える松戸
市の協働のまちづくり」（1,200字程度）〕
を直接または郵送で〒271－8588松戸
市役所　市民自治課（☎366－7062）へ

7月～9月の文化ホール使用受け付け
4月12日㈬10時30分から　 文化
ホール　 使用料・社会教育関係団体登
録証（該当団体のみ）　 生涯学習推進
課☎367－7810

4月6日㈭～15日㈯は春の全国交通安
全運動期間～おともだち　むこうにいて
も　みぎひだり～
市民安全課☎366－7341、松戸警察
署☎369－0110、松戸東警察署☎
349－0110

ゆうまつど「男性のこころの相談」（電
話相談）を始めました
　仕事や家庭、生き方の悩み等、専門
の男性カウンセラーが相談を受けます　
相談時間毎月第1・3金曜日の17時～20
時（1回30分程度）　相談電話番号☎363
－0505　 男女共同参画課☎364－
8778

平成29年度前期技能検定
受付期間 4月3日 ㈪ ～14日 ㈮　 試験日6
月5日㈪～9月10日㈰の間の指定日　
千葉県職業能力開発協会技能検定課☎
043－296－1150

平成29年度国税専門官募集
応募方法 4月12日㈬までに、人事院ホー
ムページから　 松戸税務署総務課☎
363－1171（内線205）

講座・講演・催し

ごみツアー（施設見学）
時間 4・5・10月を除く平日の8時50分～
12時15分　 市内の団体（乳幼児不可）
15～20人　 希望日の2カ月前まで
に電話で廃棄物対策課☎704－2010へ

たけのこ掘り農園（新作）が開園
4月8日㈯～4月下旬　 1㎏500円　
電話で松戸市都市農業振興協議会（斉
藤農園）☎362－5042（9時～21時）へ

NPO・市民活動よろず相談室①NPO
法人運営の基本～法改正に対応する総
会の準備編～②インターネット広報の
コツ～ Facebook活用編～
4月①8日㈯②22日㈯各14時～16時
まつど市民活動サポートセンター

市等からのお知らせをお伝えするコーナーです。
…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

　昭和30年に発足した松戸市観光協会は、一
般社団法人としてさらなる観光産業の発展と地
域振興に寄与していきます。そのため、新規
会員を広く募集しています。詳細は、松戸市
観光協会ホームページをご覧ください。
文化観光国際課☎366－7327

一般社団法人
松戸市観光協会
の運営を開始
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（☎366－7310）へ

①同副センター長②同センター長　
各先着15人　 電話またはEメール

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

不動産鑑定士による無料相談会
4月10日㈪10時～16時　 松戸商工
会議所（松戸駅下車）　 (公社)千葉県
不動産鑑定士協会☎043－222－5795

ふれあい教室「朗読をきくかい」
4月12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・エッセイ等の朗読　 障害者
手帳を持っている人等　 障害者福祉
センター☎383－7111

税理士税務無料相談会
4月13日㈭・27日㈭、5月11日㈭・25
日㈭各10時～15時　 松戸商工会議所
（松戸駅下車）　 電話で千葉県税理士
会松戸支部☎366－2174へ

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　 4月14日㈮10時～10時
30分〔雨天中止〕　 中道公園（西馬橋
蔵元町9）　 先着100人　 市民安全
課☎366－7285

遺言・相続の無料法律相談会
4月15日㈯13時～16時（1人45分）
千葉県弁護士会松戸支部（松戸駅下

車）　 先着20人　 4月4日㈫10時か
ら、電話で同支部☎366－6611へ

シティー・ミニコンサート
～ Let's enjoyオーボエトリオ～
4月19日㈬12時15分～12時45分（11

時30分開場）　 市役所市議会議場
曲目花は咲く他　演奏者小山祐

ゆう

生
き

氏・鷹
たか

栖
す

美恵子氏・井上恵子氏　 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）

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
4月20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

松戸花壇づくりネットワーク・花づく
り体験講座〔全5回〕
4月25日㈫、5月9日㈫・23日㈫、6月6
日㈫・20日㈫各10時～11時30分　
金ケ作育

いく

苗
びょう

圃
ほ

　 同ネットワーク会員
他　 先着15人　※全て参加できる人
を優先　 4月14日㈮までに、電話で
みどりと花の課☎366－7378へ

松戸市①手話奉仕員②要約筆記者養成
講座（前期）〔各全27回〕
①5月24日～11月29日の毎週水曜日
18時30分～20時30分②5月25日～12
月21日の毎週木曜日9時30分～11時
30分　※初回は時間前にオリエンテー
ションあり　 ふれあい22　 市内在
住・在勤の同講座未受講で全回出席で
きる人　 ①25人②20人（ともに抽選）
テキスト代（①4,320円②3,400円予
定）　 4月11日㈫〔消印有効〕までに、
はがきに住所・氏名（ふりがな）・年齢・
職業・電話番号・FAX番号を記入して、
〒271－8588松戸市役所　障害福祉課
（☎366－7348、 366－7613）へ

前期危険物取扱者試験
6月11日㈰・18日㈰

10時から　 日本大学
実籾キャンパス（習志
野市）他全2日程5会場
甲 種5,000円、 乙

種3,400円他　※日程
等変更の場合あり　※詳細は市ホーム
ページをご覧ください　 消防局予防課
☎363－1114

会 議

教育委員会会議
4月13日㈭10時から　 京葉ガスF

松戸ビル5階会議室（開会30分前から受
け付け）　 教育企画課☎366－7455

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

休日土曜日夜間歯科診療所
竹ケ花45の53　衛生会館2階
☎365－3430　
土・日曜日・祝日20時～23時

夜間小児急病センター
（小児初期内科系疾患）
上本郷4005　市立病院となり
☎360－8900　毎日18時～23時

テレホン案内サービス
☎366－0010

平日16時30分～翌日9時　休日と土曜日9時～翌日9時
※ 当日案内への切り替えを毎朝８時45分～９時の間に実施。

〔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〕

　平成29年松戸市議会3月定例会で同意を得て、4月1日付で牧
野英之氏が副市長に就任しました。 牧野氏は昭和52年に松戸市
役所に入所し、健康福祉本部社会福祉担当部長、総務企画本部長、
総務部長、代表監査委員を歴任しました。任期は4年間です。

秘書課
　☎366－7303

市ホームページ

●広報まつど　2017 年（平成 29年）4月1日

3申請期限は平成29年7月31日㈪です。ご提出はお早めに!　□問臨時福祉給付金コールセンター☎366－8192
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新松戸七丁目地区 六高台四丁目地区

集団乳がん検診①エコー②マンモグラフィ
実施日①6・7月②5月～7月（中央保健福祉センターは土曜日
も実施）　会場中央・常盤平・小金各保健福祉センター、新松戸市民センター（②
は東部スポーツパーク、六実市民センター別館、小金原市民センター、総合福祉
会館でも実施）　対象上記表に該当し、共通受診券（国民健康保険加入者は特定
健康診査等受診券）を持つ人　費用400円（75歳以上・後期高齢者医療被保険者
証〔65～74歳で一定の障がい認定を受けた人〕を持つ・生活保護世帯・市民税
非課税世帯の人は無料）

4月30日㈰〔消印有効〕までに、健康推進課に電話または市役所・各支所の市
民健康相談室に直接、はがき（封書可）に郵便番号・住所・氏名・生年月日・年齢・
電話番号・登録番号（共通受診券に記載の8桁以内の番号）・検査名と希望会場・
希望曜日（平日または土曜）・①は検査中のお子さんの見守り希望の有無（午前
のみ)を記入して、〒271－0072松戸市竹ケ花74の3　健康推進課「集団乳がん
検診」担当へ　※次の40歳以上の人はマンモグラフィは受診できませんが、エ
コーを受診できます。申し込みの際、該当事項を記入してください。A妊娠中、
妊娠の可能性があるB出産後1年以内Cシリコン使用の豊胸術を受けたD胸部に
医療機器を挿入している。 ※検診の案内は①5月下旬②4月下旬～5月下旬に発
送予定です。

問政策推進課☎366－7072

　市では4月から市民の夢を
応援する下記事業を「夢のキ
ャンバスまつど」として一体
的に進めていきます。あなた
の心に秘めた夢を実際に描い
てみませんか。

●市民活動団体の夢（市民活動助成制度）
　問市民自治課☎366－7062
●起業の夢（経営支援事業）
　問商工振興課☎711－6377
●子どもの夢（こどもの夢支援業務）
　問子どもわかもの課☎366－7464

景観表彰の候補を募集

「ゾーン30」 が整備されました

対象市の景観形成に寄与している市
内の①建築物・工作物の所有者、設
計者等②まち並み（商店街等の代表
者、施設等の管理者等）③景観づく
りに関係する活動をしている個人ま
たは団体　応募方法7月14日㈮まで
に、都市計画課で配布または市ホー
ムページからダウンロードできる指
定の推薦（応募）調書に必要事項を
記入して、直接または郵送で〒271
－8588松戸市役所　都市計画課景
観・指導班（☎366－7372）へ　※
受賞には、表彰対象者等の公表に関
する同意が必要です。

問新松戸七丁目地区	松戸警察署交通課規制係☎369－0110、
　六高台四丁目地区	松戸東警察署交通課規制係☎349－0110、
　道路維持課☎366－7358、市民安全課☎366－7341

問健康推進課☎366－7487

　「ゾーン30」とは、生活道路の安全な交通環境を守るため、特定の区
域で速度制限を時速30kmとするものです。ゾーン30内を通る際は、速
度を控えるとともに、抜け道としての利用は避けましょう。

受付期間6月1日㈭～30日㈮　対象事業提案者と市が協働することで相乗
効果が認められ、公益性が高く先進的なモデル事業　提案者市民活動団
体、民間事業者　負担金1事業50万円以内（市民活動団体に限る）　※詳
細は、市ホームページまたは市民自治課・まつど市民活動サポートセン
ターで配布する募集要項をご覧ください。
●提案に向けての相談会
　提案にあたっては、事前に相談会に参加する必要があります。 
期間5月1日㈪～31日㈬　会場市役所他

相談希望日の1週間前までに、電話で市民自治課☎366－7062へ

平成29年度実施分
協働事業をご紹介

・エコー検査の対象年齢を拡大しました
・エコー検査が集団検診に加え、一部医療機関で受診できるようになりました
乳がん検診の対象者と対象の検査　※平成30年3月31日時点の年齢

対象者 対象の検査
30歳～34歳の女性 視触診
35歳～39歳と41・43・45・47・49歳の女性 エコー検査
40・42・44・46・48歳と50歳～69歳の女性 マンモグラフィ検査
70歳以上の女性 マンモグラフィ検査または視触診

毎週火曜日と第1・2金曜日（各浴場定休日除く）の15時～18時　
対象市内在住の65歳以上の人　持ち物住所と年齢が確認できる
物　入浴料200円（同伴の小学生以下の子どもは無料）
問各実施店または高齢者支援課☎366－7346

○	しょうぶ湯（GOGO銭湯）開催日5月5日㈷
　入浴料430円（中学生300円、小学生以下無料）
○	親子de銭湯開催日毎週土曜日　対象小学生
　以下の子と保護者  入浴料小学生以下無料
○	お風呂の日優待入浴デー開催日毎月26日（定休日の場合は翌日） 
入浴料300円（中学生200円、小学生以下無料）

○	夫婦de銭湯開催日毎月22日　入浴料2人で500円
○	ゆず湯開催日12月22日㈮
○	健康入浴（健康体操と入浴）開催日表参照　時間13時～15時（12

時20分から健康相談）　対象55歳以上で体操ができる人　定員
各先着20人　費用無料

   電話で各公衆浴場へ

実施店 所在地 電話番号 健康入浴日程
松戸ヘルスランド 松戸新田580の1 366－2467 10/  6㈮

11/10㈮

平和湯ランド 五香西1の12の12 387－2044   6/30㈮
  7/28㈮

小金バスランド 小金きよしケ丘 
2の9の1 341－1126   9/29㈮

10/27㈮

馬橋湯 馬橋95 341－3247
  6/  2㈮
  7/  7㈮
  9/  1㈮

宮前湯 松戸1766 362－2819 11/24㈮

　変更点

～その他の優待入浴～

戸定の
藤まつり
問戸定歴史館☎362－2050

　金ケ作育
い く

苗
びょう

圃
ほ

で育てられ
た鉢植えの藤約40鉢を、戸
定が丘歴史公園で展示しま
す。白、ピンク、藤色の花
と香りの競演をお楽しみく
ださい。
日程4月14日㈮～5月5日㈷
会場戸定が丘歴史公園
費用無料

不要。直接会場へ。 
※戸定邸・戸定歴史館への
入館には別途入館料が必要。※各事業の内容は今後広報まつど等でお知らせします。

の制度が
変わりました乳がん検診

問市民自治課☎366－7062

豊かな地域社会の実現へ  
協働事業提案を募集平成

30年度

新松戸七丁目地区 六高台四丁目地区 周辺に

●地域連携自主防災事業
●協働のまちづくり啓発事業
●子どもたちがつくる青少年会館居場所事業
●地域ねこ活動推進事業

市民の夢を応援する

健康
づくり

高齢者に
優待入浴 とい い ほき き つ

風呂ふ あれ い で

夢 の まつどキャン スバ

ゾーン30

ゾーン30
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●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）

4/18㈫11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・システム（野菊野保育園内）
4/21㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
4/26㈬10:30～11:00 E－子どもの森　ほっとるーむ新松戸
4/27㈭10:30～11:00 矢切公民館
4/28㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
4/28㈮11:20～11:50 根木内こども館

対象0～3歳くらいの子と保護者

●親子絵本講座
4月14日㈮10時30分～11時10分　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

●小さい子のためのおはなし会
4月6日㈭・7日㈮・11日㈫・13日㈭・18日㈫・21日㈮・25日㈫・
27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

●市民センターおはなし会
日程 会場

4/14㈮ 明市民センター
4/18㈫ 小金原市民センター
4/19㈬ 東部スポーツパーク
4/21㈮ 五香市民センター

日程 会場

4/25㈫ 小金市民センター
（分館内）

4/27㈭ 和名ケ谷スポーツ
センター（分館内）

時間各15時30分～16時　対象幼児～小学生と保護者

骨髄移植ドナーに助成金
　市では4月1日から、骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)の増加や、骨髄・
末梢血幹細胞移植の推進を目指して、ドナーに助成金を交付します。
助成内容骨髄等の提供のために要した通院および入院1日につき2万円
※1回の提供につき7日が上限。 対象ドナー休暇のない企業・団体に
所属し、平成29年4月1日以降に（公財）日本骨髄バンクでドナーとし
て骨髄等の提供を完了した市内に住民票のある人
問健康推進課健診班☎366－7487

「子育て支援センター」「おやこDE広場」
が増えました
　おおむね 3歳ま
での親子が安心し
て楽しく過ごせる
施設です。子育て
コーディネーター
による情報提供、
相談が受けられ
ます。

遺児手当・児童扶養手当
4月期分（12月～3月分）を支給します
問子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

まつど宇宙と科学の日特別投影
「山崎直子宇宙飛行士の歩みと、
まくまくんの星空大冒険」

「新松戸分館こどものとしょかん」 がオープン
問図書館新松戸分館☎343－6006

　遺児手当は4月10日㈪以降に、児童扶養手当は4月11日㈫以降に
受給者の指定口座に振り込みます。 ※両手当の現況届を提出して
いない人は、必要書類を提出してください。

投影日時4月15日㈯・16日㈰各10時30分、13時
30分、14時30分、15時30分（1回約30分）　会場市民会館プラネタ
リウム室（NAOKO SPACE PLANETARIUM）　※先着300人に特
製宇宙シール贈呈。 定員各先着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
問同館☎368－1237

　たくさんの絵本の他、紙芝居や大型絵本、
育児書、童謡のCDなどがあります。
施設概要

所在地新松戸市民センター内　開館時間9時30分～17
時　休館日月曜日（祝・休日の場合は開館し翌日休館）、
館内整理日、年末年始　蔵書予定数約4,300冊

共 通  費用無料　  同センター☎331－0077子ども読書推進センターからのお知らせ

　市内の指定医療機関で助成額を差し引いた金額で接種が受けられます。

接種期間平成30年3月31日まで　持ち物健康保険証・母子健康手帳・
子ども医療費助成受給券　※予診票は医療機関にあ
ります。 ※指定医療機関以外で接種を希望する場合
は、事前申請が必要です。健康推進課までお問い合わ
せください。事前申請がない場合、助成はできません。 
※指定医療機関は市ホームページをご覧ください。 
※おたふくかぜの予防接種は、既にかかったことのあ
る幼児は対象外です。

市立病院神経内科外来の初診
患者の完全予約制を始めます
　待ち時間短縮のため、紹介状のな
い初診患者に、5月1日㈪から電話予
約を始めます。 予約受付時間毎週月
～木曜日（祝日を除く）14時～16時　
神経内科新患予約専用電話☎709－
4057　※よりスムーズな診療には、
従来どおり紹介状を持って地域連携課
（☎363－0489）で予約することを
推奨します。
問同病院同外来☎363－2171（内線
1132）

小金市民センター講座
「認知症予防体操」 要申込
4月4日㈫、5月2日㈫各14時～15時　
会場同センター　定員各先着30人　
費用200円

直接または電話で小金市民セン
ター☎343－8641へ

がん患者・家族「緩和ケア教
室」
4月25日㈫14時～15時　会場市立病
院4号館地下1階会議室　内容がんの
痛み　定員先着15人　費用無料
問同病院・がん診療対策室☎363－
2171（内線1667）

認知症予防講演会「まだ間
にあう 認知症予防」 要申込
5月13日㈯13時30分～15時30分　
会場市民会館　講師メモリークリニッ
クお茶の水院長・朝田
隆 氏 　 定 員 先 着
1,000人　費用無料

電話で高齢者支援
課☎366－7343へ

男性不妊治療費用の一部助成
を始めます
　4月1日㈯以降に開始した特定不妊
治療のうち、男性不妊治療を行った
場合、1回の治療について75,000円
までを助成します（別途条件あり）。
問子ども家庭相談課母子保健担当室
☎366－5180

ずっとお元気体操教室
毎月第1・3木曜日10時～11時〔雨天
中止〕 会場五香公園（2月・8月は別
会場） 対象65歳以上の人　費用無料
問五香松飛台高齢者いきいき安心セ
ンター☎385－3957

市立病院①小児脳神経外科
外来②皮膚科外来全休診
休診日①4月14日㈮、5月12日㈮、6月
2日㈮・16日㈮②4月7日㈮・19日㈬
問同病院☎363－2171（内線①2101
②1152）

予防接種名 対象 助成回数 助成額（1回）

ロタウイルス
※どちらかの
ワクチンを選択

ロタリックス:
生後6週～24週0日までの乳児 2回まで 4,500円
ロタテック:
生後6週～32週0日までの乳児 3回まで 3,000円

B型肝炎 1歳～3歳未満の幼児 3回まで 3,000円
おたふくかぜ 1歳～小学校就学前年度の

3月31日まで 2回まで 2,500円

※ロタウイルスワクチンは必ず同じ製品を接種してください。  ※接種
費用は医療機関によって異なりますので、事前にご確認ください。

はなみずき子育て支援センター
開催日時平日10時～15時　所在地常盤平3の25の2
問同センター☎710－8070
グレース子育て支援センター
開催日時平日および月1回土曜日9時30分～15時30分
所在地大金平3の132の1
問同センター☎382－6182
おやこDE広場みのり台
開催日時月～木曜日10時～15時　所在地稔台1の32の6
問同広場☎362－4857

　新規開設施設

問子育て支援課☎366－7347

一部助成します
乳幼 児 の 予 防 接 種 費 用

問健康推進課予防衛生班
　☎366－7484

指定医療機関

朝田隆氏

NAOKO SPACE PLANETARIUM

を

4月1日㈯



　

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 問い合わせ先

大
ホ
ー
ル

2 日 松戸六実高校吹奏楽部定期演奏会 17:00 同校・吉田☎385－5791

8 土 混声合唱団　コール・アマフォーク定期演奏会　★ 14:00 井出☎342－9410

9 日 創立25周年記念　松戸混声合唱団定期演奏会　★ 14:00 朝倉☎343－0573

15 土
Kalafi na　"9+ONE"　★

17:00 キョードー東京
☎0570－550－79916 日 16:00

22 土 ゴスペラーズ坂ツアー2017“Soul　Renaissance”　★ 17:30 ディスクガレージ☎050－5533－0888

29 祝 専修大学松戸中高吹奏楽部定期演奏会 14:30 同校・石川☎362－9101

30 日 松戸シティフィルハーモニー管弦楽団定期演奏会　★ 14:00 宮城☎070－4134－1175

小
ホ
ー
ル

1 土 タップダンスラボラトリー発表会 16:30 同団体・与
よ い  つ  

都
☎701－8819

9 日 しんまつど幼稚園音楽教室Concert　Vol.31 12:00 同教室☎080－8816－5448

15 土 バレエスタジオティアラ発表会3rd 16:30 木下☎389－7766

23 日 アミューズ新体操クラブ演技発表会 13:30 同クラブ☎090－2448－2744

28 金 カナリヤ友の会・喫茶「花」花吹雪歌の祭典 9:30 信
のぶ  た  

田☎364－3133

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。

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。　
◎は4月の相談はありません

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
市政・一般民事 平日 8:30 ～17:00★ 本館2階相談コーナー

※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）
または直接本館2階
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
☎316－1950（初見）
（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・4月 13:00 ～16:00

行政書士相談（予約制） 第1月
（5月は5/1です） 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★

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2金 ふれあい22
第4水 東部支所
第1・3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

はなみずき子育て支援センター
☎710－8070

グレース子育て支援センター
☎382－6182

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 日程 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、第1金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木 小金原市民センター
第1火 六実支所
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
高齢者・障がい者
成年後見制度相談

毎週火・金（祝日
の場合は前日）

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）
（予約制） 平日 9:00 ～17:00 松戸商工会議所

会館
松戸商工会議所
☎364－3111

若者の就労相談
毎週火～土
（祝日休み・
予約制）

9:30 ～17:00 松戸商工会議所
別館

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）

月・火・金
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

ゆうまつどこころの相談
（男性対象、電話のみ） 第1・3金 17:00～20:00

まつど女性就労・
両立支援相談

毎週火・木
（第1火・木を

除く）
10:00 ～15:00 ゆうまつど（2階） 男女共同参画課

☎364－8778

◆Ballet Dreams on Stage
4/8㈯16:30
Dreams on Stage・友田☎

080－1195－6777
◆春のハワイアンカーニバル
4/9㈰13:00
マハロ・クラブ・神崎☎04－

7175－1770

◆Joyful Concert

4/2㈰13:30
田嶋☎090－6141－9942

◆秘蔵っ子カラオケ発表会
4/11㈫10:00
和田☎070－6564－5698

◆松戸童謡の会童謡を歌う（月
例会）　★
4/12㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆歌謡スタジオ「歌練」歌謡祭
4/15㈯10:00
同スタジオ☎394－2223

◆国立音楽教室発表会
4/16㈰13:00
小林☎366－1189

◆歌謡音楽生涯学習成果発表会
4/22㈯10:00
小川☎386－1056

◆クレッシェンド・コンサート
4/29㈷12:30
西條☎367－1064

　

◆松戸歌まつり（出演）清水博
正/永井裕子/永井みゆき/椎名
佐千子
5/7㈰14:00
会場小ホール　費用全席指定
1階席5,000円、2階席4,500円
（発売中）　※当日券各500円増
し　※未就学児入場不可　※車
いす席は事前に問い合わせを
◆北翔海莉1st ALL JAPAN
TOUR2017“Alrai”～エルライ～
5/13㈯13:30
会場大ホール　費用全席指定S
席7,560円、A席5,400円（4/1
発売）　※未就学児入場不可
◆オペラ「恵信尼さん」
5/27㈯13:30
会場市民劇場　費用全席自由
3,000円（当日券3,500円）（発
売中）　※未就学児入場不可
◆TSUKEMEN LIVE 2017 in
松戸
6/4㈰16:00
会場大ホール　費用全席指定S
席4,000円、A席3,000円、 小
学生2,000円（S・A席のみ当日
券500円増し）（4/3発売・森の
ホール21の発売は4/4）　※未就
学児入場不可
◆郷ひろみ Hiromi Go Concert
Tour 2017
6/16㈮18:30
会場大ホール　費用全席指定
7,500円（4/14発売）　※未就
学児入場不可　※発売初日は電
話受付のみ（1人4枚まで）
◆キム・ヨンジャコンサート2017
7/9㈰12:30、16:00
会場市民会館　費用全席指定
5,500円（発売中）　※未就学児
入場不可

◆DRUM TAO 「舞響～Bukyo
～踊る○

WA

太鼓2」
7/9㈰17:00
会場大ホール　費用全席指定S
席6,000円、A席4,500円、B
席3,000円（4/8発売）　※未就
学児入場不可　※車いす席は事
前に問い合わせを
◆芸能生活35周年! いっこく堂
スペシャルライブ
8/5㈯13:30
会場市民会館　費用全席指定
4,800円（4/8発売）　※未就学
児入場不可
◆東儀秀樹×古澤巌×coba　全
国ツアー2017
8/6㈰17:30
会場大ホール　費用全席指定S
席7,000円、A席6,500円（4/7
発売）　※未就学児入場不可

◆①体幹美Body②フィットネス
フラ
①4/3～17の月曜日11:00～12:
00②4/11㈫・25㈫11:00～
12:15　会場柿ノ木台公園体育
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☎331－1131

◆①骨盤ヨガ②コンディショニン
グエクササイズ
①4/3～17の月曜日9:30～10:30
②4/4～25の火曜日13:30～14:
30　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
◆①ヨガ②ビューティーピラティス
4/6～27の 木 曜日①13:00～
13:50②14:00～14:50　 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
◆ソフトバレーボール教室
4/9㈰9:00～11:00　会場常盤
平体育館　 スポーツ推進委
員・浅野☎090－4012－7686

◆カローリング教室
4/12㈬17:30～20:30　会場小
金原体育館　対象小学生以上の
人（小学生は保護者同伴）　
スポーツ推進委員・市村☎090
－1546－9700
◆エスキーテニス、ヘルスバ
レーボール教室
4/15㈯19:00～21:00　会場東
部スポーツパーク　 スポーツ
推進委員・林☎090－4016－
3990
◆グラウンド・ゴルフ、軽スポー
ツ教室
4/15㈯9:00～12:00　会場稔
台小学校　内容カローリング、
ペタンク、ディスコン、バドミン
トン　 スポーツ推進委員・髙
橋☎363－3064
◆軽スポーツ教室
4/16㈰9:00～12:00　会場常
盤平第一小学校　内容グラウ
ンド・ゴルフ、ソフトバレーボー
ル　 スポーツ推進委員・小
暮☎090－4012－7686
◆ファミリースポーツ教室
4/16㈰9:00～12:00　会場新
松戸南小学校　 スポーツ推
進委員・宮崎☎346－4327
◆初心者グラウンド・ゴルフ教室
4/16㈰9:00～12:00　会場幸
谷小学校　 スポーツ推進委
員・峯田☎341－2978
◆グラウンド・ゴルフ教室
4/16㈰9:00～13:00　会場新
松戸南小学校　 スポーツ推
進委員・矢野☎090－3107－
0348
◆ソフトバレーボール大会、ヘ
ルスバレーボール教室
4/16㈰9:00～15:00　会場柿
ノ木台公園体育館　対象（大会）
4人以上のチーム　費用（大会）
1チーム1,500円　申4/9㈰まで
に、電話でスポーツ推進委員・
坂平☎366－3432へ
◆グラウンド・ゴルフ教室
4/23㈰9:00～12:00　会場東
漸寺本堂裏広場（駐車場使用不
可）　 スポーツ推進委員・堀
☎344－1735

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/

※申し込みは全て当日会場で。

6 毎週木曜日15時53分～は、FMラジオ局・ベイエフエム（bayfm78.0MHz）の番組「MATSUDO HAPPY☆topics（まつど はっぴー とぴっくす）」

●広報まつど　2017 年（平成 29年）4月1日
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●「英語でのスピーチ、プレゼンテーショ
ン、論評力を研

みが

く」デモミーティング
4月1日・15日、5月20日、6月3日・17

日、7月1日・15日、8月5日・19日（全て
土曜日）各14時30分～16時30分　 稔
台市民センター　 18歳以上の人　
筆記用具　 松戸トーストマスターズ
クラブ（英語クラブ）・滝本☎090－1665
－6900
◆こころの家族・当事者・ピア相談
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　※秘密厳守　
NPO土曜会・福

ふ く  ら  

良☎385－7070
◆ターゲット・バードゴルフ教室
4月～6月の毎週①月・水曜日②金曜日
9時～12時　 ①千駄堀多目的スポーツ
広場②二十世紀公園　 電話でウイング
メイト・北沢☎080－1277－4225へ
◆健康体操教室体験会
4月3日㈪・10日㈪・17日㈪各9時30分
～11時　 常盤平体育館　 40歳以上
の女性　 電話で健康体操常盤平・高沼
☎080－4060－4078へ
●ギター入門体験会
4月①3日㈪・4日㈫各13時～15時②

3日㈪～8日㈯（6日㈭除く）各19時～
21時　 稔台市民センター　 楽器等
あり　 ウエーブ・吉田☎090－4395
－5664
●話し方教室①相手の考えをよく理解
する能力を磨く②よい人間関係をつく
る能力を身につける〔各全8回〕
①4月3日～7月24日の隔週月曜日（5

月1日除く）13時30分～15時30分②4
月18日～6月13日の毎週火曜日（5月2
日除く）18時45分～20時45分　 ①勤
労会館②市民劇場　 筆記用具　 ①
10,000円②8,000円（各別途テキスト
代1,000円）　 HR松戸話し方研究会・
中島☎090－2147－7612（夜間のみ）
●洋画木曜会展（油彩・水彩・パステル）
4月6日㈭～11日㈫各10時～18時　
アートスポットまつど（伊勢丹松戸店

新館9階）　 同会・山田☎371－8840
●社交ダンス講習会（初級）〔全4回〕
4月6日～27日の毎週木曜日13時～15
時　 八ケ崎市民センター　 先着10
人　 1,000円　 舞踏会・石田☎090
－1542－5940へ
●句会見学会
4月6日㈭13時～16時　 矢切公民館
FAXでひこばえ俳句会・水田 343

－8422（☎080－5688－0711）へ
●社交ダンス講習会〔全3回〕
4月7日㈮・14日㈮・21日㈮各13時～
14時　 新松戸市民センター　 DADA
舞
まい  む  

夢・松戸・石井☎090－5755－6867
◆学ぼう「まいにち中国語」体験
4月7日～28日の毎週金曜日13時～15
時　 市民劇場他　 先着10人　 電話
で日中友好中国語サークル・恵

 え  ざ わ

澤☎090
－9369－9412へ
◆地域支え合い助け合いボランティア
活動はじめの一歩セミナー
4月①7日㈮13時30分～15時30分②

14日㈮16時～18時③16日㈰10時～12
時④16日㈰13時30分～15時30分　 ①
③④市民劇場②ふれあいネットまつど事
務所　 各先着20人　 電話で認定NPO
たすけあいの会ふれあいネットまつど事
務局☎346－2052（平日9時～17時）へ
◆女性司法書士に何でも聞いてみよう!
相続（税金除く）・遺言・成年後見の相
談会
4月8日㈯・15日㈯・22日㈯各10時～

15時　 若林・平子・内田司法書士事
務所（松戸駅下車）　 女性または夫婦
各日先着3組　 電話で同事務所☎

362－0485（水・日曜日除く）へ
●やさしい囲碁（入門・初級）〔全4回〕
4月8日～4月29日の毎週土曜日13時

30分～17時　 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ークル・岩島☎

388－3022へ
◆お祭囃

ばや  し  

子・獅子舞・神
か ぐ ら

楽・篠笛見学会
4月①8日㈯18時～20時②17日㈪・

24日㈪各9時～11時　 ①六実市民セ
ンター②六実第二小学校　 電話で五
香六実お囃子の会・白石☎387－1522へ
◆親と子の書き初め大会
4月9日㈰9時～13時　 東部市民セ

ンター　 先着40人　 1組600円　
電話で東部書の会・藤原☎392－1878へ
●江戸城の天守台・大奥・松の廊下跡
と千鳥ケ淵戦没者墓苑等を訪ねる
4月9日㈰13時30分千代田線大手町駅

C10出口集合、16時30分同日比谷駅解
散　 300円　 当日会場で　 松戸
史談会・松田☎342－1764（夜間のみ）
●ヨーガ・呼吸法体験会〔各全3回〕
4月①11日㈫・18日㈫・25日㈫各10

時30分～11時30分②12日㈬・19日㈬・
26日㈬各19時～20時③12日㈬・19日
㈬・26日㈬各19時30分～20時30分　
①古ケ崎②六実③二十世紀が丘の各

市民センター　 動きやすい服装・タオ
ル　 各2,000円　 電話でヨガサーク
ル・ビハーラ・小

こ

畠
ばたけ

☎090－7197－
3616（15時～20時）へ
●初心者かぎ針あみ講習会〔各全3回〕
4月①13日㈭・20日㈭・27日㈭②14

日㈮・21日㈮・28日㈮各10時～12時　
①小金原②常盤平の各市民センター
ベスト製作　 各3,000円　 小金原

文化の会・安
 あ  だ ち

達☎343－6898
◆障害年金個別相談会
毎月第4水曜日13時30分～16時30分
松戸商工会議所　 NPOみんなでサ

ポートちば☎070－1541－7661
◆千葉大学園芸学部公開講座「次世代
園芸産業を考える」
4月13日～7月27日の毎週木曜日16

時10分～17時40分　 同大学松戸キャ
ンパス　 先着50人　 電話で同大学
同学部学務係☎308－8713へ
◆パソコンお困り解決相談会
毎月①第2～4金曜日13時30分～15時

30分②第3木曜日10時～14時③5月16
日㈫11時～15時　 ①コミュニティー
サロン胡

く る み

桃（新松戸駅下車）②根木内会
館③アトレ松戸店3階　 先着①5人②③
9人　 ①500円（休憩を含め2時間）②
③各500円（50分）　 電話でぱそこん
119☎090－4428－8931へ
◆歌謡スタジオ「歌練」歌謡祭
4月15日㈯9時40分～18時　 市民劇

場　 先着330人　※飛び入り参加可　
歌王会・木村☎394－2223
◆浅間神社の極相林と千葉大学園芸学
部のみどりを訪ねて
4月15日㈯10時松戸駅東西連絡通路市
民ギャラリー前集合、12時解散〔雨天中
止〕　 先着20人　 200円　 電話で
千葉大みどりの会・市川☎342－1815へ
◆朗読体験会
4月15日㈯・22日㈯各13時～15時　
新京成松戸新田駅近くの家庭文庫　
先着8人　 1,000円　 電話で家庭

文庫ピッピ・足立☎368－5334へ
◆屋外で踊ろう松戸サルサ
4月16日㈰13時～17時（雨天中止）
松戸駅西口デッキ　 松戸サルサ・大

野☎080－5458－0073
◆訪問リハビリスタッフによる健康教
室「腰痛講座」（体操、健康相談）
4月18日㈫10時～11時30分　 常盤

平市民センター　 先着40人　 電話

でてあてリハビリ訪問看護ステーション
松戸・工藤☎394－1711へ
◆法律と生活の相談室
4月20日㈭、5月18日㈭各10時～15
時　 NPO成年後見センターしぐなる
あいず（松戸駅下車）　 障がい者・高
齢者・支援者　 各日先着4人　 電話
で同センター☎702－7868へ
●家庭教育講座「みつめてみよう 私の
子育て」
①4月20日㈭②5月18日㈭各10時～

12時　 市民会館　 ①がまんを身に
つけさせる②怒らないで向き合う　 各
100円　 家庭教育研究会・加藤☎080
－5426－3133
●歌謡音楽生涯学習発表会　
4月22日㈯10時～16時　 市民劇場
歌謡指導あり　 うたうヴォイス会・

小川☎080－9406－7878
◆けん玉教室（指導と段級認定）
4月22日㈯14時～16時　 六実市民

センター　 電話で昔のあそびと遊ぼ
う会・白石☎387－1522へ
◆松戸のみどり再発見ツアー「市境に
残る2つの森の春を訪ねる」
4月23日㈰9時30分東松戸駅改札口集

合、14時現地解散〔小雨決行〕　 飲み
物、弁当、歩きやすい服装　 300円（小
学生以下無料）　 当日会場で　 緑の
ネットワーク・まつど・高橋☎090－
2935－9444
◆ターゲット・バードゴルフ市民教室
4月23日㈰9時30分～11時　 六高

台スポーツ広場B　 松戸市ターゲッ
ト・バードゴルフ協会・霜

し も  だ  

田☎388－
0671
◆新松戸チャリティフリーマーケット
4月23日㈰10時～15時　 新松戸中

央公園　※出店者募集（100区画）　 売
り上げの10%　 4月9日㈰〔必着〕ま
でに、往復はがきに氏名・住所・電話番号・
出店内容を記入して、〒270－0034松
戸市新松戸3の28　松戸くらしの助っ人
〔☎340－3320（平日10時～16時）〕へ
◆なんでも労働相談
4月28日㈮、5月26日㈮9時30分～17

時　 連合千葉東葛地域協議会事務所（柏
駅下車）　 連合千葉 0120－154－052
●松戸水彩会野外写生会
5月2日㈫10時21世紀の森と広場中央

口集合、15時解散　 指導あり　 先着
5人　 1,000円　 電話で松戸水彩会・
大谷☎345－2256へ

●スローフォックストロット・ルンバ講
習会〔全3回〕
5月6日㈯・13日㈯・20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　 4,000円　 八ケ崎
ダンスサークル・大場☎080－1579－
4358（昼間のみ）
●春季市民ソフトボール大会
5月の毎週日曜日（予備日6月4日㈰）

8時30分から（7日は9時から）　 古ケ
崎ソフトボール場他　 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（事務費
各1,000円）　 4月15日㈯18時30分よ
り運動公園武道館会議室で　 松戸市ソ
フトボール協会・鈴木☎345－7912
●手ひねり陶芸入門講座〔全6回〕
5月11日～6月15日の毎週木曜日10

時～12時　 矢切公民館　 2,000円
FAXで陶芸木曜会・根岸 331－

2870 （☎331－2870、昼間のみ）へ
●松戸市民剣道大会
5月14日㈰9時10分から　 運動公園

体育館　 個人・団体戦　 市内在住・
在勤・在学の人　 1人500円　 4月8
日㈯13時～13時30分の間に、運動公園
会議室で　 松戸市剣道連盟・瀬川☎
090－4549－0535
◆傾聴ボランティア養成講座〔全5回〕
5月15日～6月12日の毎週月曜日13

時30分～16時　 松戸市社会福祉協議
会地域福祉推進センター　 先着20人
500円　 電話でかざぐるま・星☎

090－4629－9868へ
●一輪車初心者教室〔全4回〕
5月21日～6月18日（6月4日を除く）
の毎週日曜日9時30分～12時　 運動公
園小体育室　 市内在住・在学の小学生
30人（抽選） 1,000円　 4月15日
㈯〔必着〕までに、往復はがきに住所・
氏名・学年・連絡先を記入して、〒271
－0064松戸市上本郷3827　松戸市一輪
車協会・清水（☎365－9086）へ
●松戸市健康・体力づくりフェスティバル
6月4日㈰9時30分～12時30分（5月

6日㈯13時から運動公園会議室で代表者
会議）　 運動公園体育館　 実技発表
10人以上の団体　 先着25団体　 1
人500円　 4月15日㈯までに電話で松
戸市健康体操連盟・八木☎348－5565へ

※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。

社交ダンス・ステップ21
毎週土曜日19時～21時　 勤労会

館　 月3,000円（入会金1,000円）　
梶原☎363－1688

尺八むつき会
毎月第1・3・4日曜日12時～ 15時
矢切公民館　 尺八他　 月3,000

円（入会金2,000円）　 石井☎090
－5755－6867
松戸市パークゴルフ協会
毎月第2土曜日8時30分～12時月例

会　 遊楽パークゴルフ場（白井市）他
10歳以上の人　 年2,000円（月例
会1,600円）　 川田☎090－2148－
0017
二十世紀が丘ダンスサークル
月4回日曜日17時～ 19時　 二十

世紀が丘市民センター　 月3,000円
（入会金なし）　 松村☎090－3065
－0644

日本画サークル虹
こうさい

彩会（日本画・水彩画）
毎週金曜日13時30分～16時　 矢

切公民館　 月5,000円（入会金なし）
渡辺☎384－4615

健康麻雀サークルひまわりの会
毎週月・水・木・金曜日12時～17時
同会事務所（新八柱駅下車）　 中級

以上　 半年1,500円（別途1回1,200
円）（入会金なし）　 千

ち だ

田☎070－
6436－3577
あすなろ会（水彩・油彩）
毎週水曜日9時～ 13時　 市民会

館　 月3,500円（入会金3,500円）
森田☎346－3606

松戸シニアスターズ（軟式野球）
毎週土曜日9時～12時　 金ケ作公

園　 47歳以上の人　 先着3人　
年15,000円（入会金なし）　 草

く さ み な

皆☎
090－8110－6665

市民の皆さんもゲストで登場、毎回違ったテーマで松戸市の魅力を元気に発信中。 問広報広聴課シティプロモーション担当室☎366－7320 7
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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。

　　　　

　市ホームページで全応募作品を公開しています。
　大賞作品は、4月2日㈰までの7時～24時の間、渋谷駅ス
クランブル交差点前の大型ビジョンで1時間に4回程度放
映中です。入賞5作品は今後、松戸市のPRに活用していく
予定です。
　どの作品も松戸市の魅力がさまざまな視点で表現されて
いました。たくさんのご応募ありがとうございました。

　昔ながらの手作業でお米づくりを体験。生きものも観察でき、最
終日には餅つきを行います。
活動日5月13日、6月17日、7月15日、9月16日、10月21日、11月18
日の土曜日10時～12時（最終日14時まで）　対象保護者も一緒に

　平成27年に松戸市立博物館で開催した展覧
会です。
会期4月8日㈯～6月4日㈰　開館時間10時～
18時　休館日月曜日　観覧料800円（高校生・
大学生・65歳以上600円、中学生以下無料）
問目黒区美術館☎03－3714－1201（代表）、
社会教育課☎366－7463

　応募全96作品の中から、入賞5作品が決まりました。
【大　賞】	「MATSUDO」Ryoko Kurodaさん・Shizuru Kosugeさん
【優秀賞】「まつど	DE	まつど！～めろんとれもんが松戸を大紹介！」
	 えりやまみこさん
【特別賞】やさしい笑顔で賞「まつどスマイル」株式会社タックエースさん
	 住みたいで賞	 「東京のおとなり、松戸市。」Kai Shimiさん
	 ノリノリで賞	 「松戸と松戸さんがいっぱい！」MJさん

問広報広聴課シティプ
　ロモーション担当室
　☎366－7320

21世紀の森と広場平成
29年度

よみがえる画家　
板倉鼎

か な え

・須美子展
目黒区
美術館

まつどCM大賞 受賞作品決定!
15秒で
松戸を
PR!

あの展覧会を東京で再現

全回参加できる市内の小学4～6年生（保護者にも手伝ってもらいます）　※活動内容は市ホームペー
ジをご覧ください。　定員25人（抽選）

4月14日㈮〔必着〕までに、往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学校名・学年・性別を
記入して、〒270－2252松戸市千駄堀269　21世紀の森と広場パークセンター（☎345－8900）へ

こめっこクラブ参加者募集〔全6回〕
要申込

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27年10月生
ママの実家に帰省するたびに、あ
ちこち遊びに行ってるよ。松戸は
遊び場が多くて楽しいなぁ！  

実み
の
り理

ち
ゃ
ん

平成28年4月生
汐音という名前は、海のように広く、
心の豊かな子になってほしいと名付
けました。

武む

藤と
う

汐し
お
ん音

ち
ゃ
ん

平成28年7月生
お姉ちゃん大好きなニコニコボー
イ。これからも姉弟仲良く大きく
なってね。

増ま
し

子こ

湊そ
う

介す
け

ち
ゃ
ん

安心して暮らせるまちに
　市内の小学3年生の女児が痛ましい事件に巻き込ま
れ、幼い命が失われたことに対し、深い悲しみを感じて
おります。被害者のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
市では緊急特別体制を敷き、注意喚起・警戒を行って
いますので、市民の皆様もご協力のほどよろしくお願い
申し上げます。
　前回に引き続き、今年度の主な事業を紹介します。
　12月27日には、市立病院が「松戸市立総合医療セ
ンター」に名称を変更し移転・開院します。同センター、
千葉西総合病院、新東京病院、新松戸中央総合病院を
はじめ、全国に誇れる恵まれた医療資源を、医療ガイド
ブックや医療情報専門ウェブサイトを通じて発信し、全
国に「健康医療都市まつど」をPRします。
　松戸駅周辺まちづくり基本構想に掲げた新拠点ゾーン
（松戸中央公園周辺）については、地域の開発に先立って
必要な土地区画整理事業を検討します。松戸駅では、平
成30年度完成に向けて、西口デッキでエレベーター・エ
スカレーター整備を進めます。矢切地区の観光拠点は、
整備に向けた基本調査を実施し、新松戸地域、千駄堀地
域、北小金駅周辺、馬橋駅東口周辺、六実駅周辺でも、
地域の皆様とともに、まちづくりの取り組みを強化します。
　「経済の活性化」では、新たな雇用確保のため、企
業誘致を続けるとともに、中小企業支援に取り組みま
す。特に、ゲームや書籍、音楽などの制作・流通を担
うコンテンツ産業を志す若者を対象としたイベント、異
業種とのマッチングを通じて、個人クリエイターを含む
層の厚い産業を形成します。
　「安全・安心なまちづくり」では、警察官OBや地域
の防犯ボランティアと連携し、パトロールなどを行う防
犯ボックス事業を始める他、平成31年度の開署を目指
して中央消防署の建て替え、粗大ごみなどの処理を集
約化する「（仮称）リサイクルプラザ」建設に先立ち、
六和クリーンセンター解体工事に着手します。
　皆様のご協力をよろしくお願いします。

人口 486,212人 
世帯 219,766世帯 

男　　241,961人
女　　244,251人

〔△ 102 〕
〔 81 〕

〔△ 14 〕
〔△ 88 〕

人口と世帯（平成29年3月1日現在） 〔　　〕内は前月比

※平成27年国勢調査の確定値を基準として、集計した常住人口です

　開院前の時期は、移転作業や診療制限などによりご迷惑
をお掛けすることになりますが、いっそう愛される病院と
なるよう、職員一丸となって開院に向けた作業を進めてい
きます。
移転開院スケジュール概要
9月 新病院建設工事完了
10月～12月 大型医療機器の据付・備品搬入
11月または12月 医療関係者・一般内覧会の実施（各1日）

12月
（開院前の数日を予定）

外来休診や救急受入制限などの診療制
限の実施
医療情報システムや物品類の移設

12月26日 入院患者の移送
12月27日 開院・外来診療開始

平 成29年12月27日開院予 定

問新病院開設課☎301－7311

松戸市立総合医療センター

病院事業
ホームページ

入賞作品

松戸市立総合医療センター
（現国保松戸市立病院）
移転開院スケジュール概要

※スケジュールは、現
時点の予定であり、今
後変更となる可能性が
あります。

完成イメージ

大賞受賞作品

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。

パソコン・スマートフォン版 モバイル版

2017.4.1
（平成29年）

　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）。
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