
　ここで紹介した情報をはじめ、市内の医療機関や医療講演会、
災害医療などの情報等を市ホームページ内に掲載しています。   

　松戸市には、急性期医療を担う拠点病院が多くあります。加えて、在宅医療の充実や
医療機関相互のネットワークもあり、医療資源に大変恵まれた地域です。その医療資源
の一部を紹介します。
問地域医療課☎366－7771

全ての世代をサポートします

専用ホームページを開設しました

市ホームページ

24時間365日の
診療体制
　通常医療機関が診
療していない休日・
夜間でも、当番の医
療機関が診療を行い、
切れ目のない診療体
制を実施しています。

健康づくり施策
　市では「まつど健康マイレージ事
業」をはじめ、健康診査、予防接種、
健康教室等皆さんの健康づくりを支
援する事業を実施しています。

小児救急
　医師会と薬剤師会の協力のもと、子どもの初
期救急診療に対応する夜間小児急病センターを
はじめ、2次救急を担う待機病院や急病等専門性
の高い病気に対応する3次救急の松戸市立病院
が、子どものさまざまな症状に対応します。

在宅診療
　24時間365日体制で往診や訪問看護を行う医療
機関が多く、在宅での看取り率は全国平均と比較
しても高い水準です。

休日土曜日夜間歯科診療所
　休日・土曜日の20時～23時まで、

「歯」に関するトラブルの応急的な
処置を行っています。同時間帯に診
療を実施しているのは、近隣市では
松戸市だけです。

災害医療
　大規模災害の発生に備え、医師会・歯科医師会・薬剤師
会等の医療関係団体と連携して救護活動ができるよう、マ
ニュアルの整備、訓練の実施等に努めています。

急性期病院
　急性期医療を担う病院が多いこ
とに加え、全国有数の診療分野を
持っている病院もあり、質の高い
医療の提供につながっています。

休日・夜間でも安心 子どもの
あらゆる症状に対応

急な歯の痛み
にも即応

質の高い医療
の提供

病気になり
にくい環境

高水準の
在宅看取り率

災害に備えた
関係団体との連携

健康医療都市
まつど
ロゴマーク

「健康松戸21」
マスコットキャラクター
けあら

健康医療都市まつど

期間5月13日㈯まで
時間9時～19時
場所六実市民センター受付前
問六実支所☎385－0113

　このたびの事件で命を奪われたレェ・ティ・
ニャット・リンさんを追悼するための献花をお
受けしています。

献花台設置の
お知らせ
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●訪問型元気応援サービスをご利用ください
●オープンフォレストin松戸
●5月21日㈰開催「結いの花フェスタ」
●高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
●ゴールデンウイークの応急歯科診療所



大地震から家族の命や財産を守る！ 住宅耐震診断・改修費用を補助します！

　5月8日㈪～11月30日㈭の間、平成29年度木造住宅耐震診断・耐震改修費用の一部
を助成します。
耐震診断  補助金額診断費用の3分の2以内（限度額5万円）　対象先着40戸
耐震改修  補助金額①耐震改修工事に係る設計費の3分の1以内（限度額5万円）
 ②耐震改修工事費および工事監理費の3分の1以内（限度額50万円）　
 対象先着20戸
申請の主な条件
1.対象となる木造住宅
①市内にある昭和56年5月31日以前に建築または着工された一戸建て住宅または併用
住宅②主要構造部が木造在来軸組構法の2階建て以下の住宅
③耐震診断の結果、耐震補強が必要とされる住宅　※①②診断・改修共通③改修のみ
2.対象者
❶市民で住宅を所有し、かつ居住している❷市税の滞納がない❸その他
3.木造住宅耐震診断士に依頼が必要です
　診断・改修の補助金を受けるには、松戸市に登録された木造住宅耐震診断士に耐震
診断および補強設計・工事監理を依頼する必要があります。木造住宅耐震診断士名簿
は5月1日㈪より市ホームページや建築指導課窓口、各支所窓口等で閲覧できます。
4.対象工事
　耐震改修工事部分

　上記の木造住宅耐震改修とリフォーム工事を併せて行う場合、
リフォーム工事の費用の一部を助成します。
補助金額リフォーム工事費の10分の1相当額（限度額30万円）　対象先着20戸（予定）
申請時期上記の木造住宅耐震改修費用の助成を建築指導課に申請する時と同時

　行政相談委員は、総務大臣から委嘱され、市民の皆さんの身近な相談
窓口として、国や独立法人等の仕事に対する意見・要望または福祉・道路・
役所に対する困りごとを受け、行政機関に橋渡しをしています。相談は
無料で、秘密は厳守されます。

　 雨どい取付型雨水貯留タンク
を設置しませんか？
　河川等への雨水の集中的な流出の抑制や水資源
の有効活用を目的として、「雨どい取付型雨水貯留
タンク設置事業補助金制度」を実施します。詳細
はお問い合わせください。 ※補助金申請前に設置・
購入した雨水貯留タンクは補助対象外。

農地利用最適化推進委員（東部区域）
を募集 要申込

松戸運動公園
体育館を
長期休館します

休館期間8月1日㈫～平成30年3月31日㈯（予定）

の
墓地使用者を募集します 要申込

　東部区域の農地利用最適化推進委員を公募します。
募集人数2人（東部区域）　任期7月20日㈭以降の委嘱を受けた日～平成
32年7月19日　職務内容総会等への出席、農地の利用状況調査、農地
の権利移動等に関する現地調査、農地の集積・集約化、耕作放棄地の発
生防止・解消等　報酬月額47,000円　
農業委員会事務局窓口で配布または市ホームページからダウンロー

ドした指定様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて5月8日㈪～19
日㈮〔必着〕の間に、持参または郵送で〒271－0073松戸市小根本7
の8京葉ガスF松戸第2ビル4階　農業委員会事務局（☎366－7387）へ

問スポーツ課
　☎703－0601

　松戸運動公園体育館の天井改修・空調設置工事のため、松戸運動公園体育館の全施設（卓
球室・トレーニング室等を含む）を休館します。利用者の皆さんにはご迷惑をお掛けします。
　工事完了後の予約の受け付け開始時期等は、決まり次第広報まつどおよび松戸市公共施
設インターネット予約システムでお知らせします。

　返還された墓地を再公募します。
募集区画35区画（芝生墓地15区画、普通墓地20区画）　※募集区画数は、
今後の墓地返還状況により変更になる場合があります。 対象以下の①
～④の全てに該当する人①市内に平成28年5月9日以前から継続して居
住②自宅で遺骨を持っている、一時収蔵施設に遺骨を預けている、また
は改葬できる遺骨がある（分骨での申し込みは不可）③申込者が申込遺
骨の配偶者、3親等以内の血族・姻族④申込者が祭祀の主宰者　申込用
紙5月8日㈪～9月29日㈮の間に、健康推進課・市民課・各支所・行政サー
ビスセンター等で配布
9月29日㈮〔消印有効〕までに、申込用紙を郵送で〒271－0072松

戸市竹ケ花74の3　健康推進課管理班（☎366－7485）へ

NEWマンション耐震診断木造住宅耐震診断・耐震改修

木造住宅耐震改修リフォーム工事

　5月8日㈪～9月29日㈮の間、平成29年度マンション耐
震診断費用の一部を助成します。
予備診断   補助金額予備診断費用の3分の2以内
 （限度額5万円）　
 対象先着1棟
本診断  補助金額本診断費用の3分の2以内

 （限度額100万円）　
 対象先着1棟
申請の主な条件
1.対象となるマンション
①市内にある昭和56年5月31日以前に着工されたマン
ション②地上3階建て以上かつ延べ面積1,000㎡以上であ
ること③鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、
鉄骨造の分譲マンション④その他
2.対象者
❶当該マンションの管理組合❷集会で、耐震診断を行うこ
とや補助金交付申請をすることの決議を得ていること
3.マンション耐震診断士の要件
以下のA～Cの全てを満たしていること
A一級建築士で、一級建築士事務所に所属していること
B（一社）日本建築構造技術者協会の建築構造士登録証、
構造設計一級建築士証の交付を受けた者または過去5年以
内にマンションの耐震診断を行った経験がある者C木造以
外の耐震診断に関する講習会を修了している者

契約前にお問い合わせを
　補助金の申請については、耐震診断および耐震改修の契
約前に、建築指導課にお問い合わせください。

　問建築指導課☎366－7368

　問住宅政策課☎366－7366

　問建築指導課☎366－7368

お気軽にご相談ください
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行政相談委員
（敬称略）

「行政相談」開設所のご案内
日時毎月第2・4月曜日13時～16時
会場市役所本館2階相談コーナー
問広報広聴課広聴担当室☎366－1162

改修工事
のため

相談例
国道の交差点
に標識を設置
してほしい

水害軽減水害軽減
にご協力
ください

　短時間に多量の降雨があったときには、河川
や水路等の水位が急激に増え、浸水等を引き起
こすことがあります。雨水貯留タンクの設置に
より、水害軽減にご協力ください。

問河川清流課☎366－7359

　　水害
を

軽減！

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。ご確認ください。

●広報まつど　2017年（平成 29年）5月1日



要申込

訪問型訪問型
元気応援元気応援
サービスサービス
(市モデル事業)
をご利用ください

トレーニング
（通所型短期集中予防サービス）

を利用しませんか? 要申込
問介護制度改革課☎366－4101

結婚50年を迎える夫婦に
記念品を贈呈します要申込

リハビリ専門職によるアセスメン
ト支援事業・短期集中予防サービ
ス（機能強化型の訪問+通所）の
実施事業者募集 要申込

　借金問題、出会い系サイ
ト、金融商品など消費者問
題で悩んでいる人を対象
に、弁護士による無料相談
会を開催します。

時間各10時～16時
定員各先着12人
5月2日㈫から、電話で
各申し込み先へ

問危機管理課☎366－7309

問介護制度改革課☎366－4101

問(社福）松戸市社会福祉協議会☎362－5963

　市と株式会社ゼンリンとの間で結んだ「災害時にお
ける地図製品等の供給等に関する協定」の一環として、
昨年に引き続き今年同社に「松戸市防災ガイド&マップ」を作成・寄付
していただきました。災害時に必要な最低限の予備知識を確認できます。
　市の北部・南部、東部の地域ごとに3種類があり、見開きで災害時の情
報収集や備蓄品の一例などが掲載されています。作成には、市内各事業
者様からの協賛を得ています。
　各支所、市民センター、行政サービスセンター、危機管理課、市民課、
図書館、消防署等で配布しますのでご活用ください。

　訪問型元気応援サービスは、要支援者等の
自立した生活を応援するサービスです。専門
のヘルパーではなく、市指定の研修を受けた
高齢者等がサービスの実施者として訪問しま
す。地域の情報交換やおしゃべりを楽しむこ
とができ、自立支援にもつながります。積極
的に活用してください。

対象以下の①と②両方にあてはまる人①介護保険制度上の基本
チェックリストで、事業対象者と特定された人または介護保険の要
支援認定を持っている人で生活支援(身体介護を除く)を必要とする人
②高齢者いきいき安心センターまたは担当のケアマネジャーに相談
し、ケアプランに組み込まれた人　※家族要件で利用できない場合
があります。
近くの高齢者いきいき安心センターまたは担当のケアマネジャー

へ相談してください。

対象65歳以上で基本チェックリストにより生活機能の低下が認めら
れた人および要支援認定の人　内容生活機能を改善・維持するため
に、専門職が実施するプログラムに3カ月程度通い、トレーニングす
る　コース運動機能向上コース〔全24回〕、認知機能向上コース〔全
24回〕、口

こ う

腔
く う

機能向上コース〔全6回〕、栄養改善コース〔全6～8回〕
費用1回350円または700円（介護保険負担割合に応じて異なります）
利用方法近くの高齢者いきいき安心センターまたは担当ケアマネ
ジャーへ相談を。基本チェックリストで対象者であるか確認し、ケ
アプランを作成後に利用開始。

対象昭和43年8月31日までに結婚した市内在住の夫婦　贈呈方法各地区社会福祉
協議会が主催する祝賀会等で、または自宅にお届け（9月から順次贈呈）
7月14日㈮〔必着〕までに、はがきまたはFAXに夫婦氏名（ふりがな）・住所・

電話番号・結婚年月日・町会名を記入して、〒271－0094松戸市上矢切299の1
松戸市社会福祉協議会地域福祉推進センター 368－0536へ

　事業対象者および要支援者等を対象に、自立生活の支援のため、専門職に
よるアセスメント支援事業・短期集中予防サービスを実施する事業者を募集
します。詳細は市ホームページで順次お知らせします。

公募説明会
日時5月22日㈪14時から　会場衛生会館
5月18日㈭までに、市ホームページからダウンロードした説明会参加申込
書を、FAXまたはEメールで介護制度改革課 366－4102、 mckgk3@
city.matsudo.chiba.jp （☎366－4101）へ

訪問型元気応援サービスの内容

地域 日程 会場 申し込み先
柏市 5/20㈯ 柏市消費生活センター 同センター☎04－7163－5853

鎌ケ谷市 5/22㈪ 鎌ケ谷市役所相談室 鎌ケ谷市消費生活センター
☎047－445－1240

流山市 5/23㈫ 流山市消費生活センター 同センター☎04－7158－0999
松戸市 5/25㈭ ゆうまつど 松戸市消費生活課☎366－7329

野田市 5/26㈮ 野田市役所市民相談室 野田市消費生活センター
☎04－7123－1084

我孫子市 5/27㈯ 我孫子市消費生活センター 同センター☎04－7185－1469
※どの会場でも利用できます。

にお
して

時間①②④⑧⑪⑫各13時
～16時③⑤～⑦⑨⑩各9時
～12時　会場シニア交流
センター（⑤～⑧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 5月24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、

内容 日程
①パソコン入門 6/  7㈬
②Word基礎〔全2回〕 6/  8㈭・15㈭
③Excel基礎〔全2回〕 6/21㈬・28㈬
④Windows10の操作 6/  6㈫
⑤タブレット（iPad）入門 6/13㈫
⑥タブレット（iPad）実用 6/20㈫
⑦スマホ入門 6/27㈫
⑧スマホ・アプリ 6/29㈭
⑨デジカメ写真取込・印刷 6/15㈭
⑩インターネット基礎 6/14㈬
⑪メールの取得・操作 6/22㈭
⑫個人授業 6/28㈬
〒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

シルバー人材センター シニアパソコン教室 要申込

対
協

電
松

とても満足とても満足2020％％

やや満足2020％％
満足満足4040％％

やや不満足12％やや不満足12％

未回答8％

問消費生活課☎366－7329

一人で悩まないで

い いき き

生活支援コース（介護保険制度の範囲内） 困りごとコース（介護保険制度の範囲外）
内容の一部 掃除、物干し、ごみ出し、買い物等 草取り、掃除、付き添い支援等

料金 30分未満100円、30分以上1時間未満200円
（各1割負担の場合）　※介護サービスの支給限度額対象。

1時間500～1,000円　
※実施団体で異なる。

事業者

認定NPOたすけあいの会ふれあいネットまつど
①生活支援コース②困りごとコース（付き添い支援サービス含む）各コース単独またはセット利用可
（社福）松戸市社会福祉協議会
①生活支援コース②困りごとコース（生活支援コースとのセット利用のみ）
（公社）松戸市シルバー人材センター　
①生活支援コースのみ

親しみやすく細かい気配りが
あり、大変助かっています。

時間に正確で、あいさつもきちんとしてくれます。明る
く会話ができる人が来てくれて、とても感謝しています。利用者の声

申請期限は平成29年7月31日です。提出はお早めに!　問臨時福祉給付金コールセンター☎366－8192 3
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●市民センターおはなし会
日程 会場
5/12㈮ 明市民センター
5/16㈫ 小金原市民センター
5/17㈬ 東部スポーツパーク
5/19㈮ 五香市民センター

日程 会場
5/23㈫ 小金市民センター（分館内）

5/25㈭ 和名ケ谷スポーツセンター
（分館内）

5/26㈮ 新松戸市民センター
時間各15時30分～16時　対象幼児～小学生と保護者

●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）

5/ 9㈫ 10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
5/16㈫ 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）
5/19㈮ 10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
5/24㈬ 10:30～11:00 Ｅ－子どもの森　ほっとるーむ新松戸
5/25㈭ 10:30～11:00 矢切公民館
5/26㈮ 10:30～11：00 常盤平児童福祉館
対象0～3歳くらいの子と保護者

●親子絵本講座
5月12日㈮10時30分～11時10分　会場同センター
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
5月4日㈷・5日㈷・9日㈫・11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　会場同センター　対象0～3歳くらいの子
と保護者

　市では、子どもの豊かな人間関係を育み、国際化社会の中でさまざまな人たちと関わる
力を養うきっかけづくりとして、幼児期からの英語の遊びや体験活動を支援しています。

市立保育所の「楽しい英語あそび」市立保育所の「楽しい英語あそび」
　平成28年9月から市立保育所で、英語に触れる「楽しい英語
あそび」を実施しています。
実施場所市立保育所17カ所　対象児童5歳児クラス　実施回数
毎月1回（年11回）　活動概要日中の保育時間に、専門のネーティ
ブ講師と一緒に、言葉遊びや歌など、英語を使った遊びを実施

　「子ども読書通帳」は読書の貸出記録をため
るもので、自分が今までどんな本を読んだのか
がグラフでわかります。利用者からは「記録が
たまっていくので、もっと本が読みたくなる」

「本に興味を持つきっかけになった」などの声をいただいています。読書
通帳を作って、さまざまな本の世界に出会ってみませんか。
開館時間9時30分～17時（本館2～5階のみ、火～金曜日は19時まで）　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　発行・記帳場所本館1階または子ども読書推進センター　対象市内在
住または市内に在学・在園の小学生以下の子ども　申請方法申込書に必要事
項を記入して、利用カードとともに提出　※利用カードがない場合、本人の
身分証明書を持参するとその場で発行できます（保護者の同伴が必要）。

申込随時（5月19日㈮までに申し込むと、加入日が4月1日にさかのぼりま
す）　掛金1人年間100円　加入期間4月1日～平成30年3月31日　内容小・
中学生が学校に行っている間（学校管理下）以外でけがをした場合、けが
の程度に応じて見舞金を支給　※交通事故（自転車乗車中の公道における
事故を含む）、風水害、震災等の非常災害によるけがは支給対象外。
市立小・中学校児童・生徒＝各学校へ、市内在住で私立の義務教育諸学

校または市外の公立義務教育諸学校へ通学している児童・生徒＝印鑑と学
生証など通っている学校がわかる物を持参して、直接保健体育課（☎366
－7459）へ

　未来を生きる子どもたちに必要なことは何か。「全国的な学力調査に関
する専門家会議」委員の田中博之氏が講演します。
日時5月26日㈮10時30分～12時　会場市民劇場　講師早稲田大学教職大
学院教授・田中博之氏　定員先着300人　費用無料
電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

会場市民会館プラネタリウム室（NAOKO SPACE PLANETARIUM）　
内容星空案内と天体望遠鏡での観望（雨天曇天の場合はプラネタリウムの
み）　定員先着80人（要予約、小学生以下は保護者同伴）　費用無料
5月2日㈫から、電話で同館☎368－1237へ

 を利用しましょう

   保育所（園） 幼稚園 での

「楽しい英語あそび」「楽しい英語あそび」
   を推奨しています

要申込

学童災害共済学童災害共済

家庭教育学級合同開級式・
家庭教育講演会 要申込

問図書館☎365－5115

私立幼稚園、民間保育園私立幼稚園、民間保育園
へのへの英語活動の支援英語活動の支援
　英語の活動を実施している私立幼
稚園等へ補助金を交付し、英語に触
れる取り組みを応援しています。

力を養うきっかけづくりとして、幼児期

6月3日㈯ 18時30分～20時30分

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

家庭で伸ばす!
子どもの
生き抜く 田中博之氏田中博之氏

も っ と 本 が 読 み た く な る！

問子ども政策課幼児教育担当室
　☎701－5126

要申込

4 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。ご確認ください。
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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

5月8日㈪〔必着〕までに、往復はがきまたは申し込みフォームに講座名・郵便番号・住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号・返信用宛名〔一時保育を希望する人は、子どもの氏名（ふりがな）・性別・生年月日・
食べ物のアレルギーの有無〕を記入して、〒271－0092松戸市松戸1307の1　松戸ビルヂング4階生涯学習
推進課へ　※保育対象は②1歳6カ月③6カ月以上～未就学児（②のみおやつ代等1回200
円）　※往復はがき1枚・申し込みフォーム1件につき1講座（本人のみ）で、連名・複数名
での応募は不可。 ※応募多数の場合は抽選（保育も）。定員に満たない場合は5月9日㈫から
電話で受け付け。 ※生涯学習推進課からの返信Eメール（ mcsyogaigakusyukouza@city.
matsudo.chiba.jp）を確実に受信できるように設定してください。 ※駐車場・駐輪場はあり
ません。電車・バス等公共交通機関をご利用ください。 申し込みフォーム

費用無料　対象市内在住・在勤・在学の人
問生涯学習推進課☎367－7810参加者募集 要申込春の講座春の講座

　講座が終わった後も皆さんが学び続け、学習の輪を広げるため、講座修了生のグループによる企画を支援しています。 

成人
講座

講座名 日時 会場 団体名 内容 講師 定員

❶ 健康で元気な老後を目指して
〔全2回〕

6/1㈭・8㈭
各13:30～15:30 文化ホール PPK 高齢者を元気にする人生とは シニア大樂講師・藤

森洵子氏 40人

❷ ジャズダンスで体を動かし
元気に笑顔に! 〔全3回〕★

6/5㈪・12㈪・19㈪
各10:00～11:30 矢切公民館 みんみん'S ジャズダンス（1曲を仕上げる） ダンスインストラク

ター・小山彰子氏 20人

❸
ママも素敵女子に！～リフ
レッシュし子育てを楽しもう
～〔全3回〕★

6/9㈮・16㈮・23㈮
各10:00～12:00

常盤平市民
センター

ゴールド
ラッシュ

1アドラー心理学子どものやる
気を引き出そう2アロマクラフ
ト（材料費800円）3リンパケア

アドラー心理学イン
ストラクター・三宅
美絵子氏他

20人

講座名 日時 会場 内容 講師 定員

世界遺産（アジア）
を巡る〔全3回〕

6/14㈬・21㈬・28㈬
各14:00～16:00 文化ホール

1中国・韓国の世界遺産/万里の長城・故宮等2東南ア
ジアの世界遺産/ハロン湾、アンコールワット等3南ア
ジアの世界遺産/タージマハル、サガルマータ等

NPO世界遺産アカデ
ミー・本田陽子氏 40人

これで安心、ライフ
プラン! 〔全2回〕

6/16㈮・23㈮
各10:30～12:30 文化ホール 1知っておきたいもめない相続対策のポイント2年金生活に必要な保障を考える

ファイナンシャルプラ
ンナー・高橋昌明氏 30人

お知らせ

①主任介護支援専門員②保健師③看護
師④社会福祉士の非常勤職員募集
勤務日時 平日週2日8時30分～16時30分
勤務地 市役所高齢者支援課　業務内容高
齢者にかかわる総合相談業務　 ①～
④いずれかの資格を持つ人　募集人数1人
同課☎366－7343

家庭ごみ集積所の新設、移動、収集の取
りやめの際は、市へ申請書の提出が必要
です
環境業務課指導係☎366－7333

工業統計調査への回答をお願いします
　5月中旬から6月にかけて、工業統計調
査の調査員が「調査員証」を携行して伺
います。ご協力をお願いします　 製造
業を営む事業所　調査結果の利用例国や地
方公共団体の行政施策の基礎資料、企業・
大学での研究資料、小・中学校や高校の
教材　 総務課統計担当☎366－8056

「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　 5月15日㈪10時～10時30分（雨天
中止）　 つばめ公園（小金原2の4）、東
松戸中央公園（東松戸1の11の2） 先
着100人　 市民安全課☎366－7285

5月は消費者月間です「行動しよう　消費
者の未来へ」
　悪質商法の未然防止を図るため、悪質
商法の手口等を紹介したパネル展示やパン
フレットの配布等を行います。知識を身につ
け、消費者トラブルを未然に防ぎましょう
5月1日㈪～31日㈬　 市役所1階連絡

通路　相談専用電話消費生活センター☎
365－6565　 消費生活課☎366－7329

自動車税は5月31日㈬までに納めましょう
　5月上旬に自動車税事務所から納税通
知書が送付されます。最寄りの金融機関
やコンビニエンスストアなどで納めましょ
う。なお、納期限まではインターネットを

利用したクレジットカードでの納付が可能
です。詳しくは納税通知書に同封のしおり
をご覧ください　 県自動車税事務所☎
043－243－2721、松戸県税事務所☎
361－2168

講座・講演・催し

ふれあい教室「朗読をきくかい」
5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

まつど市民活動サポートセンターの催し
●市民活動トークライブ人が集まるサロ
ン運営のコツ～楽しいコンテンツでリピー
ターを増やす～
5月21日㈰14時～16時　 認定NPO

ふれあいネットまつど副代表・佐久間浩子
氏　 先着15人
●市民活動パソコンスキルアップ「活動
のPRができる！オリジナル名刺づくり」 
 5月22日㈪18時～20時　 先着9人
●協働事業による戦略的な地域課題解決
セミナー〔全3回〕
5月13日㈯、6月3日㈯各13時30分～

16時30分、6月17日㈯15時30分～18時
30分　 NPO豊島子どもWAKUWAKU
ネットワーク理事長・栗林知絵子氏他　
先着20人　
●まちづくりキーパーソン養成講座～初回
オープン講座「誰もが安心して暮らし続
けられるまちづくり」～〔全6回〕
5月28日㈰～9月17日㈰13時30分～

16時30分　 NPO暮らしづくりネット
ワーク北芝事務局長・池谷啓介氏他　
先着30人　※初回のみ一時保育あり（要
予約、若干名、無料）

同センター　 同センター☎365－5
522、 hai_saposen@matsudo-sc.com

県民が集う「看護の日」
5月13日㈯10時～14時　 松戸駅東

西連絡通路　 血圧・体脂肪率測定、健
康・栄養・看護進路・介護相談　 （公社）
千葉県看護協会☎043－245－0025

馬橋市民センター講座「自分のことが好
きになる話し方講座」〔全10回〕
5月17日㈬、6月21日㈬、7月19日㈬、

9月20日㈬、10月18日㈬、11月15日㈬、
12月20日㈬、平成30年1月17日㈬、2
月21日㈬、3月14日㈬各10時15分～11
時45分　 同センター　 フリーアナウ
ンサー・花園ゆき氏　 先着15人　 筆
記用具　 15,000円　 5月10日㈬まで
に、電話またはEメールに講座名・氏名・
住所・電話番号・年齢を記入して、同セン
ター☎342－9690、 mabashi@td-f.
co.jpへ

シティー・ミニコンサート～ビバ!メキシ
カンマリンバ～
5月17日㈬12時15分～12時45分（開

場11時30分）　 市役所市議会議場
曲目波涛を越えて、モザイコ・メヒカーノ
他　演奏者 梅津千恵子、古

こ

徳
とく

景子、ア
レキサンダー・クルズ、ルイス・アキー
ノ、 レニン・カマチョ　 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）

うたのおもちゃばこ
5月18日㈭11時～11時30分　 ふれ

あい22　演奏日
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

ベーシック英会話〔全6回〕
5月20日～6月24日の毎週土曜日13

時30分～15時　 文化ホール内国際友
好ルーム　 元まつど国際文化大使・ラ
ヴィタ・スター・フィッツジェラルド氏（米
国出身）  英検4～3級レベル（中学英
語中級～卒業程度）　 先着25人（会員
優先）　 6,000円（会員5,000円）（テ
キスト代別途）　 5月12日㈮までに、電
話で（公財）松戸市国際交流協会☎366
－7310へ

夫婦のワークライフバランス～夫婦で一
緒に育児と仕事を上手に両立!～〔全2回〕
6月4日㈰・18日㈰各13時30分～15

時30分　 ゆうまつど　 育休明けに起
こる生活スタイルについて、働き方に対

する悩みや子育て支援について　　 産
休中・育児休業中または明けの夫婦　
先着20組　※一時預かりあり（要予約、
先着8人、1歳～小学2年生まで、1歳未満
同室可）　 電話・FAXまたは市ホーム
ページの申し込みフォー
ムに住所・氏名・電話番
号を記入して、男女共同
参 画 課 ☎364－8778
（ 364－7888）へ

市長室ギャラリーを公開します
　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　 5月8日
㈪12時～15時　 市役所新館5階市長
室　 秘書課☎366－7303

会 議

教育委員会会議
5月11日㈭14時から（13時30分から

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

平成28年度協働事業・市民活動助成事
業の事業成果報告会
5月14日㈰13時15分から　 市役所

議会棟3階特別委員会室　 市民自治課
☎366－7062

松戸市空家等対策協議会
5月17日㈬13時30分から　 市役所新
館7階大会議室　傍聴定員先着10人（13
時～13時15分の間受け付け）　 住宅政
策課空家活用推進室☎366－7366

支所出張所諮問委員会
5月18日㈭9時30分から　 市役所新

館5階市民サロン　傍聴定員先着10人（9
時15分から受け付け）　 市民自治課☎
366－7318

少年センター運営協議会
5月25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分から受け付け）　 子どもわ
かもの課少年センター☎366－7464

★マークのあ
る講座は一時
保育あり

「講座サポーター」募集
（成人講座）

内容会場設営、受付等の講座補助（講
座開始45分前に集合）定員2人　 講
座参加申し込みの際に、往復はがきま
たは申し込みフォーム備考欄に「講座
サポーター希望」と記入してください

市民
自主企画
講座

申し込みフォーム

申請期限は平成29年7月31日です。提出はお早めに!　問臨時福祉給付金コールセンター☎366－8192 5
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21世紀の
森と広場
21世紀の
森と広場❾

新鎌ケ谷駅

オープンフォレスト
開催エリアマップ

　都市に残された貴重な森を未来の子ども達に引き継ぐために、何ができるかを考える
きっかけになることを願って、「オープンフォレストin松戸」を開催します。
　普段入ることのできない個人の森を所有者の協力を得て公開し、ボランティアによる
森のご案内や、子ども達が楽しく森で遊べる工夫をしてお待ちしています。

　イベント等の詳細は、市内の公共施設等にあるパンフレット、ポスター、市ホームページ、
オープンフォレストin松戸実行委員会のホームページをご覧ください。

会場21世紀の森と広場パークセンター　内容里やまボランティ
ア団体の活動紹介、森の工作・写真展示や、遊べるおもちゃも　
※14日㈰13時からは草笛音楽隊の演奏と竹クラフトあり。

ツアー名 日程 集合場所・時間 内容

❶ 森めぐりツアー 5/21㈰ JR東松戸駅9時30分集合、14時頃現地解散 野うさぎの森～紙敷みなみの森～紙敷石みやの
森～わんぱくの森

❷ 関さんの森自然観察会 5/23㈫ JR新松戸駅10時集合、12時30分頃現地解散 幸谷観音～関さんの森～溜ノ上の森
❸ 再発見ツアー 5/28㈰ 新京成常盤平駅9時30分集合、14時頃現地解散 囲いやまの森～金ケ作自然公園～三吉の森

森の公開日・森でできること

森めぐりツアー〔雨天中止〕 
　駅からいくつかの森をめぐるツアーです。

5月20日㈯～28日㈰

オープンフォレストin松戸

持ち物帽子、飲み物（①③は弁当も）　費用大人300円、小学生以下無料
当日集合場所で

◎は公開日で公開時間:10時～15時　◉は公開日で公開時間:10時～13時　○は案内人はいませんが自由に散策できます

地
区 名称（最寄り駅）

公開日： 5月
森でできること　〔荒天中止〕20 21 22 23 24 25 26 27 28

土 日 月 火 水 木 金 土 日 

幸
谷･

 

根
木
内

❶関さんの森（JR新松戸駅） ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎は関さんの自宅の庭、蔵、門や熊野権現のご案内など。森の散策は自由
❷溜ノ上の森（JR新松戸駅） ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◉ ○ ○ ◎◉は、森のブランコ、ハンモック、自然案内など
❸根木内歴史公園（JR北小金駅） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◉ ○ ○ ◉は、公園の保全作業、公園の案内など。公園の散策は自由

八
ケ
崎
・
金
ケ
作

❹八ケ崎の森（新京成常盤平駅） ◎ ◉ ◎ 森の自然案内、森の散策、のんびりハンモック、ロープ遊び、 竹ぽっくり作
りなど

❺ホダシの森（新京成常盤平駅） ◎  ◎ 素人紙芝居、ブランコ・ハンモックでの～んびりと癒やしのひとときを、竹
ぽっくり・紙トンボで遊ぼう！

❻囲いやまの森（新京成常盤平駅） ◎ ◉ ◎ ウグイスの鳴く広い森でゆったり。ロープで木登りや綱渡り、ミニ木こり体
験など

❼三吉の森（新京成常盤平駅・五香駅） ◎ 
★ ◎ ◎ ◎ 自然観察（竹林や6本の巨木めぐりを中心に、下草、昆虫、小鳥の観察）、ハ

ンモックで森林浴、竹細工体験、竹馬遊びなど
★5月21日㈰は新京成常盤平駅10時集合で森へご案内（祖光院、金ケ作自然
公園経由）　立切の森には「三吉の森」で受け付け後、希望者をご案内 ❽立切の森（新京成常盤平駅・五香駅） ◎ ◎ ◎ ◎ 

千
駄
堀

❾芋の作の森（新京成八柱駅） ◎ ◎ 森の自然観察、森の中や周辺の森をご案内、樹木解説
10しんやまの森（新京成八柱駅） ◎ 

★  
◎ 
★  

森やその周辺のご案内、自然観察、樹木解説、ハンモック
★5月20日㈯・27日㈯は新京成八柱駅10時30分集合で森へご案内

11縄文の森（新京成八柱駅） ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎はハンモック、輪投げ、松ぼっくり輪投げ、竹馬など

秋
山
・
髙
塚
新
田
・
紙
敷

12秋山の森 （北総線秋山駅） ◎ ◎ 竹林の散策、癒やし体験、ハンモック、ターザン遊びなど
13河原塚古墳の森（東松戸駅） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 森の自然観察、森の散策、癒やし体験など
14 紙敷石みやの森
（東松戸駅、北総線松飛台駅） ◎ ◎ 森の自然観察、森の散策、

癒やし体験など  
15紙敷みなみの森
（東松戸駅、北総線松飛台駅） ◎ ◎ 森の自然観察、森の散策など　
16野うさぎの森
（東松戸駅、北総線松飛台駅） ◎ ◎ 森の自然観察、森の散策など

17小浜屋敷の森（東松戸駅） ◎ 
★  

◎ 
★  

森の散策、グリーンアドベンチャー、
ハンモック､ 竹ぽっくり遊び　
★5月20日㈯・27日㈯はJR東松戸駅
10時30分集合で森へご案内　

オープンフォレストin松戸

お
願
い

◦森に駐車場、トイレはあ
りません。
◦森は火気厳禁です。
◦公園ではない森に入るの
で、長そで・長ズボン・運
動靴でお越しください。

子ども　大人
第6回

実行委員会
ホームページ

へ行こう
で遊ぼう

溜ノ上の森

Welcomeボード
関さんの森木を囲む保育園児

囲いやまの森モンキーブリッジ

この

竹細工は

すごいね

  問みどりと花の課☎366－7378

森の
文化祭

5月12日㈮～14日㈰
10時～15時（12日は13時～15時）

エゴノキ

6 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。

●広報まつど　2017年（平成 29年）5月1日



世界禁煙デーとは
　世界保健機関（WHO）が制定した
禁煙を推進するための記念日のこと。
厚生労働省でも、平成4年に世界禁煙
デーから始まる1週間（5月31日～6
月6日）を「禁煙週間」と定めています。

たばこを吸わない人も知らないうちに「喫煙」
～受動喫煙とは
　たばこの煙には、喫煙者が直接吸い込む煙＝主流煙と、火のついた先から立ち
上る煙＝副流煙があります。フィルターを通らない副流煙には、喫煙者本人が吸
う主流煙より高濃度の有害物質が含まれています。
　たばこを吸わなくても周囲に喫煙者がいると、副流煙を吸ってしまうことにな

なかなかやめられない喫煙はニコチン依存症かも?!
　自力より楽に禁煙するには、医療機関での禁煙治療や禁煙補助薬を
利用する方法もあります。
　各保健福祉センターでも、禁煙したい人を対象とした禁煙相談を無
料で行っています。保健師が各個人に合った禁煙方法を一緒に考え、
サポートします。

お願い
できるだけ電車・バス等公共交通機関をご
利用ください。ペットは入園できません。

北総線

松飛台▶

◀秋
山

農園

市立
高校 都立

八柱霊園
紙敷
車庫紙敷

新八柱▲

▼市川大野

東松戸
中央公園

主要地方道路
市川柏線

さくら通り

駐車場

市
立
松
戸
高
校

東
松
戸
駅

武
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野
線

東松戸
ゆいの花公園

JR
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駐
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◀三郷 上葛飾橋

古ケ崎五差路花畑入口

地蔵前
西口消防署

図書館 市民劇場

花畑入口

市民劇場

流山街道

六間川

ま
つ
り
会
場

松
戸
駅

東松戸
中央公園

流山街道

◀三郷 上葛飾橋

時間①10時から②11時から
会場同公園マグノリアハウス
講師 Flower Flower producers
　　 代表・倉

く ら

原
は ら

由
ゆ

加
か

氏　
定員先着①12人②15人　
費用①2,200円②2,300円

5月2日㈫から電話で
　同公園管理センター
　☎384－4187へ

世界禁煙デーイベント 会場市役所１階連絡通路　内容ニコチン依
存症チェック、呼気中一酸化炭素濃度測定、
禁煙治療を受けられる医療機関の案内等

非喫煙者の肺（左）と喫煙者の肺
出典：呉羽内科医院・水上陽真氏

有害物質 副流煙
タール（ヤニ、発がん物質） 3.4倍
ニコチン
（ゴキブリの殺虫剤の成分） 2.8倍

一酸化炭素（酸素不足） 4.7倍
アンモニア（目を刺激する） 46.0倍

副流煙に含まれる成分の比率（対主流煙）

（厚生労働省の最新たばこ情報を基に作成）

5月31日㈬
10時～12時、13時～15時

みんなで
咲かせよう

「結いの花」
マリーゴールドの花植え

定員先着100人

みんなで彩ろう
「結いの花」

花壇に飾りつけよう（工作）
5月2日㈫から

あおぞら音楽会
〔雨天中止〕

河原塚中学校吹奏楽部
11時から

東
ひ が

松
ま つ

タウンカフェ
13時15分から

松戸ウインドアンサンブル
14時30分から

◉（公財）松戸みどりと
　花の基金による花募金
◉花苗販売
◉草花スタンプラリー
◉緑の相談室

押し花の
シール作成講座

13時～15時

講師結いの会メンバー
費用100円
※申込不要、
終了15分前まで
受け付け。

フラワー
アレンジメント
  体験講座 要申込

①プリザーブドローズのグラスアレンジ
②アーティフィシャルフラワーのハートアレンジ

その他の催し

東松戸ゆいの花公園開園10周年

結いの

5月21日㈰
10時～15時〔雨天決行〕 問公園緑地課☎366－7380

問健康推進課☎366－7489

り、これを「受動喫煙」といいます。
吸わない人も、自分の意志とは関係な
く、喫煙している状態なのです。
　受動喫煙の害で、年間1万5千人が
死亡していると推計されています。
（平成28年国立がん研究センター発
表）

ストップ! 受動喫煙  5月31日は
世界禁煙デー

　新緑も美しく、花も咲き始めた千葉大学園芸学部の洋風庭園と与謝野晶子
の歌碑を、松戸シティガイドが案内します。
日時5月3日㈷・4日㈷各10時・13時から　集合場所戸定邸玄関前　※歩きや
すい服装・靴でお越しください。　費用200円（資料代、庭園管理保全費）
問松戸探検隊ひみつ堂☎727－7825（当日は☎090－6100－5398）

緑の回廊
ツアーへのお誘い

申請期限は7月31日です。提出はお早めに!　問臨時福祉給付金コールセンター☎366－8192 7
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対象初めて肺炎球菌ワクチン（ニューモバックスNP）を接種する65歳以上
の人（昭和28年4月1日以前に生まれた人）　※平成29年度中に65・70・75・
80・85・90・95・100歳になる人は国の定期予防接種となります。　接種期
限平成30年3月31日まで　実施医療機関市が委託する市内の医療機関　※
やむを得ない事情で市外の医療機関での接種を希望する場合は、事前に健
康推進課にお問い合わせください。  接種回数1回限り　接種費用2,500円（生
活保護受給世帯は費用免除）　持ち物健康保険証（生活保護受給世帯は生活
保護証明書等が必要）
直接医療機関で

高齢者の肺炎球菌
感染症予防接種

松戸地区
松戸タワークリニック
内科・眼科・小児科 331－0143

みやた皮膚科クリニック 331－8500
由井皮膚科泌尿器科医院 365－0306
立原医院 331－1811
コスモ松戸クリニック 368－1513
森田医院 362－3136
まつど内科 308－6121
ほっち医院 362－2531
上野整形外科 308－3338
橋本内科クリニック 368－1131
栗原医院 362－3105
新東京クリニック 366－7000
平野医院 362－2322
本町クリニック循環器内科・内科 312－4113
丹野内科・循環器科 308－2830
そが内科クリニック 308－6677
東葛クリニックみらい 366－6150

明第１・第２地区
東葛クリニック病院 364－5121
冨田耳鼻咽喉科医院 367－4665
西川医院 368－0081
とちき内科循環器科 308－6666
早川整形外科クリニック 308－6555
千葉いぐさクリニック 367－5676
にしむら内科クリニック 711－9823
小松内科神経内科 308－7100
上本郷レディース整形外科 308－6600
松戸呼吸器内科クリニック 363－1572
島村トータル･ケア･クリニック 308－5546
総合クリニックドクター
ランド松戸 369－3333

田代外科医院 364－9976
市川皮フ科 360－0204
稔台斎藤クリニック 330－2300
大須整形外科医院 366－1480
西村内科循環器科 369－1011
内田耳鼻咽喉科医院 366－3933
奥隅医院 362－1825
石島医院 367－2131

平成29年度高齢者予防接種実施医療機関 
岡産婦人科稔台クリニック 364－2071
稔台整形外科クリニック 366－1585
クリニックソワニエ 308－3008
丸山内科医院 361－7900
竹下医院 363－6286
青木内科 364－1681
高田外科胃腸内科 362－8237
柳澤医院 364－1300
内藤医院 368－0345
日本大学松戸歯学部付属病院 360－9526
高木クリニック 364－0979

小金地区
しいの木クリニック 312－1717
斉藤内科・心療内科クリニック 346－6655
北小金クリニック 343－2960
大久保医院 342－1076
山本病院 341－3191
内科・小児科岡田医院 341－0816
工藤医院 342－3207
伊藤医院 341－1368
タカハシクリニック 394－2211

小金原地区
いらはら診療所 347－2231
ながと内科･皮膚科クリニック 309－7011
きのわきクリニック 309－5515
小金原診療所 341－1131
山口内科クリニック 340－5888
髙江医院 341－3286
旭神経内科リハビリテー
ション病院 385－5566

新松戸地区
新松戸中央総合病院 345－1111
新松戸ハートクリニック 374－4810
とくいずみ医院 345－6000
けやきトータルクリニック 309－2299
桐友クリニック新松戸 703－7222
平岡クリニック 701－5555
新松戸診療所 343－9271
富川循環器科・内科クリニック 340－5558
新松戸加藤耳鼻咽喉科医院 347－6743
染谷医院 330－5151

森内科クリニック 346－1818
熊谷内科 345－3333
大谷口医院 341－1125

矢切・東部地区
皆川医院 368－2341
西内科神経内科クリニック 311－4063
さかの整形外科クリニック 362－3722
矢切クリニック 394－8850
三矢小台内科クリニック 362－4383
中澤外科・胃腸科・歯科 362－4867
小関内科医院 391－1473
若林胃腸科クリニック 391－8877
柿の木台クリニック 308－6671
とちの樹メディカルクリニック 330－8227
松戸ニッセイ聖隷クリニック 330－8298
高塚団地診療所 392－6751
松戸市立福祉医療セン
ター東松戸病院 391－5500

梨香台診療所 312－7301
東松戸はなぞの眼科 712－0015
東松戸クリニック 392－9911
加賀谷正クリニック 312－7707
メディクス松戸クリニック 700－5422
阿部クリニック 391－1800
小板橋病院 392－4555
さくらクリニック・松戸 312－7600
一条会クリニック 372－5111
秋山ハートクリニック 330－9911

馬橋地区
脇坂内科クリニック 700－5572
恩田メディカルクリニック 341－1265
島田医院 341－1110
わざクリニック 309－1177
馬橋クリニック 703－7215
ゆりのきクリニック 340－0231
市場医院 342－1069
兒玉医院 345－6971
古池外科胃腸科医院 342－1062
八ケ崎山下クリニック 702－7858
津田内科クリニック 312－1971
松戸神経内科 344－3311

常盤平・八柱地区
門野診療所 384－9639
どうたれ内科診療所 394－0600
秋山クリニック 387－5556
常盤平おひさまクリニック 711－7531
若葉ファミリー常盤平駅
前内科クリニック 316－2200

森医院 387－7132
さくら通り内科・大島 394－7955
常盤平中央病院 387－4121
久保田医院 387－5454
花輪医院 388－0707
新八柱整形外科内科 389－8511
ラシバヤクリニック 383－5533
千葉西総合病院 384－8111
宇野医院 386－4822
三井クリニック 392－1013
八柱三和クリニック 312－8830
足立中央クリニック 386－0088
清仁会クリニック 385－1234
こすもす内科クリニック 385－8621
宮前クリニック 311－1666
大塚医院 384－2323
後藤医院 384－7471
三和病院 712－0202
岡村胃腸科外科 384－3667
ハートクリニック牧の原 382－6047
牧の原クリニック 389－8311

五香・六実地区
松戸第一クリニック 712－0266
上野内科クリニック 388－2870
せき整形外科クリニック 311－7770
五香病院 311－5550
松戸外科内科クリニック 311－5757
すずき整形外科クリニック 387－1611
米沢医院 387－5550
六高台内科胃腸科クリニック 385－2251
横関医院 387－2027
西村クリニック 311－7711
奥田整形外科 311－8010
新東京クリニック松飛台 384－3111

がん患者・家族「緩和ケア教室」
5月23日㈫14時～15時　会場市立病院4号館地
下1階会議室　内容抗がん剤治療と上手に向き合
うために　定員先着15人　費用無料
同病院・がん診療対策室☎363－2171（内線

1667）

馬橋東市民センター健康講座 要申込
「認知症予防のための脳活体操」　
　誰でもできる健康体操を認知症予防プログラ
ムディレクターが楽しく教えます。
日時5月4日㈷、6月1日㈭、7月6日㈭、8月3日㈭各
14時15分～15時　定員各先着35人　費用200
円　持ち物タオル、飲み物
直接または電話で馬橋東市民センター☎346－

2055へ

健康教室（糖尿病教室）
要申込　
①5月9日㈫②22日㈪各14時から（13時45分開
場）  会場市立病院2号館5階大会議室　内容①あ

なたに迫る糖尿病～その治療の意味～②糖尿病
のお薬について知ろう!～質問受け付けます～　
講師同病院①医師②薬剤師　対象糖尿病患者また
はその家族、糖尿病に関心のある人　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

愛の献血
5月14日㈰10時～11時45分、
13時～16時　会場ダイエー新松戸店前（JR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　※松戸献血ルームPure（☎703－
1006）では随時受け付けています。
健康推進課☎366－7487

看護の日の週間「健康
チェックしましょう!」　
5月18日㈭9時30分～16時　会場東松戸病院正
面玄関1階フロア　内容看護師による健康チェッ
ク（身長・体重・血圧・体脂肪・血糖値測定等）
と相談　費用無料
同病院保健福祉医療室☎391－5500

小金原市民センター健康講座 要申込
「脳活体操～みんなで楽しく認知症予
防♪～」
5月25日㈭10時～11時　定員先着25人　費用
200円　持ち物タオル、飲み物
直接または電話で小金原市民センター☎344－

8268へ

食からはじめる
健康セミナー 要申込　
野菜コース『春』

時間10時～13時　内容講話と調理実習　対象20
～50歳代の市内在住の人　定員各先着20人　持
ち物エプロン・三角巾・布巾2枚・手拭

ふ

きタオル・
筆記用具　費用無料
5月1日㈪9時から、電話で各保健福祉センタ－へ

日程 会場 電話番号
5/19㈮ 小金保健福祉センタ－ 346－5601
5/23㈫ 中央保健福祉センタ－ 366－7489
5/30㈫ 常盤平保健福祉センタ－ 384－1333

平成29年度平成29年度 問健康推進課予防衛生班☎366－7484

8 スマートフォン・タブレット用アプリ「マチイロ」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。
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◆憲法記念日の集い　岸
きし

井
い

成
しげ

格
ただ

さん講演会
5/3㈷　開演13:00　★
おーい図書館・今井☎344－

9454
◆松戸市民謡連盟大会
5/7㈰　開演9:30
同連盟・宮澤☎090－3001－

4030
◆認知症予防講演会
5/13日㈯　開演13:30
高齢者支援課☎366－7343

◆松戸舞踊連合会春の大会
5/14日㈰　開演10:00
同会・渋谷☎090－2218－

9532
◆春風亭小朝独演会
5/20㈯　開演13:30　★
夢空間☎03－5785－0380

（平日10時～18時）
◆東葛舞踊竹の会舞踊まつり
5/21㈰　開演10:30
同会・草野☎090－2143－

1112 
◆松戸市地域防災リーダー委嘱
状交付式
5/27日㈯　開演14:00
危機管理課☎366－7309

◆専修大学松戸中学高等学校演
劇部定期発表会
5/5㈷12:30
同校顧問・浅田☎362－9101

◆馬橋芸能連合会　華の競演
5/7㈰10:30
松澤☎343－2123

◆コンサートと医療、介護の講演
5/11㈭14:00
松戸クラシック音楽を楽しむ

会☎090－1805－2206
◆きしきギター発表演奏会
5/13㈯14:00
きしきギター☎363－5439

◆新日本舞踊愛好会発表会
5/14㈰11:00　
宮本☎363－2812

◆東葛剣詩舞連合会剣詩舞大会
5/20㈯10:40
秋山☎387－3502　

◆翔の会・日本舞踊発表会　
5/21㈰12:00　
増田☎391－2289

◆松戸童謡の会　童謡を歌う（月
例会）
5/24㈬13:55　★
鈴木☎343－6631

◆松戸春の謡と仕舞の会
5/25㈭9:45
松戸謡曲連盟・加藤☎365－

2857
◆老いを生きる、母から娘へ!　
オペラ恵

え

信
しん

尼
に

さん
5/27㈯13:30　★
仙道☎344－8729

◆千葉県立小金高等学校弦楽部
演奏会
5/28㈰13:00
同校・山田☎341－4155

◆“腹黒ふたりのトワイライト
ゾーン”松戸編　三遊亭円楽・
林家たい平withロケット団
7/1㈯16:00
会場大ホール　費用全席指定S
席3,800円、A席3,300円　 ※
未就学児入場不可（発売中）

◆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　※未就学児入場不
可　※車椅子席は事前にお問い
合わせを（発売中）

◆①骨盤ヨガ②コンディショニン
グエクササイズ
5月の①毎週月曜日（5/22を除
く）9:30～10:30②毎週火曜日
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25人　費用1回500円　
同体育館☎386－0111

◆①体幹美Body②フィットネス
フラ
①5月の毎週月曜日（5/8・22を
除 く）11:00～12:00②5/9㈫・
23㈫各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ヨガ②ビューティーピラティス
5月の毎週木曜日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
◆インディアカ教室
5/6㈯19:00～21:00　会場大橋
小学校体育館　持ち物上履き、
飲み物　 スポーツ推進委員・
佐藤☎080－5084－7077
◆ソフトバレーボール教室
5/7㈰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
◆ファミリースポーツ教室
5/7㈰9:00～12:00　会場新松
戸西小学校　 スポーツ推進委

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。

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〕

森のホール21　今月の催し物　　 ☎384－5050

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。

日程 内容（★は有料） 開演
時間 問い合わせ先

大
ホ
ー
ル

5 祝 STEP八柱 クラシックバレエ発表会 16:30 佐藤☎090－3219－2684

7 日 はるかぜ演奏会“沖縄物語”  へいわってすてきだね　★ 13:30 太田☎384－4759

13 土
北翔海莉1st ALL JAPAN TOUR
2017 "Alrai" ～エルライ～
★

13:30 森のホール21チケットセンター☎384－3331

20 土
さだまさしConcert Tour
2017 惠百福（たくさんのしあ
わせ）★

17:00 森のホール21チケットセンター☎384－3331

21 日

角松敏生 
TOSHIKI KADOMATSU 
TOUR 2017 "SUMMER
MEDICINE FOR YOU vol.3"
～ SEA IS A LADY～　★

17:30 Zen－A☎03－3538－2300

26 金 福田こうへい　コンサートツアー2017～全身全霊～　★
13:30 ベルワールドミュー

ジック
☎03－3222－798217:30

28 日 松戸市音楽協会創立25周年記念音楽祭 10:30 松戸市音楽協会☎383－0111

小
ホ
ー
ル

5 祝 民謡民舞大会 10:00 工藤☎388－1321

6 土 音
おん

鼓
こ

知
ち

心
しん

16:30
大江戸助六流太鼓菖

しょうゆう

友
會
かい

・木村
☎090－2553－3155

7 日 松戸歌まつり　★ 14:00 佐藤☎090－8801－0498

14 日 松戸民演発表会 10:00 成嶋☎341－3572

20 土 松の実コーラス定期演奏会 14:00 久貝☎364－6369

21 日 松戸市民カラオケ歌謡協会夏の歌謡祭 9:30 門脇☎080－5066－3508

27 土 3歳～のヴァイオリンとチェロ　春の演奏会 12:00 石崎ヴァイオリン・チェロ教室☎347－8880

員・宮崎☎346－4327
◆グラウンド・ゴルフ教室
5/7㈰9:00～13:00　会場新松
戸西小学校　 スポーツ推進委
員・矢野☎090－3107－0348
◆カローリング教室
5/10㈬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
◆婦人ソフトボール教室
5/14㈰9:00～12:00　会場東
部スポーツパーク野球場　持ち
物運動のできる服装、飲み物　
対象女性　 スポーツ推進委
員・岩下☎090－5531－8004

　リストラなどで職を失っ
た場合に、届け出ることに
より前年の給与所得を100
分の30として国民健康保険
料を算定できる場合があり
ます。また、高額療養費等
の所得区分の判定について
も、前年の給与所得を100
分の30として対応できる場
合があります。 ※上記に準ずる離職者で、失業等給付の受給資格のない方についても、国民健康保険料の減免を受けることができます。

詳しくはお問い合わせください。

対象者 軽減内容 軽減期間 申請方法

離職時の年齢が65歳未満の離職者で、次
に該当する失業等給付を受けている人
●雇用保険の特定受給資格者（倒産、解雇
などによる離職者）
●雇用保険の特定理由離職者（雇い止めな
どによる離職者）
※雇用保険受給資格者証に記載された離
職理由の番号が11・12・21～23・31～34
である場合。

●前年の給与所得を100分の
30として（給与所得以外の所
得がある場合は、別途合算し
て）国民健康保険料を算定
●高額療養費等の所得区分の
判定について、前年の給与所
得を100分の30として対応
※給与所得以外の所得がある
場合は、別途合算して算定。

離職日の翌日が
属する年度から、
翌年度末まで（最
長2年間）

①雇用保険受給資格者
証〔公共職業安定所（ハ
ローワーク）から交付
されたもの〕②国民健
康保険証（新規加入の
人は不要）③認め印を
持参して、同課窓口へ

非自発的失業者 国民健康保険料 軽減措置
問国民健康保険課資格賦課班
　☎366－7353

5月  6月 は

赤十字運動月間です

問日本赤十字社千葉県支部松戸市地区
   （地域福祉課内）☎366－3019

※当日案内への切り替えを毎朝８時45分～９時の間に実施。

みなさまの
ご協力を
おねがい
します

「災害からいのちを守る赤十字」

日本赤十字社
公式マスコット
キャラクター

「ハートラちゃん」

　日本赤十字社は、災害救護体制の充
実・強化、青少年赤十字の活動、血
液事業の推進等の国内活動、国際救
護活動などの人道的活動を、皆さんか
らの活動資金によって実施しています。
ご支援・ご協力をお願いします。

アプリは無料でダウンロードできます。詳しくは市ホームページをご覧ください。 問広報広聴課（広報担当）☎366－7320 9
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清らかな水辺環境を清らかな水辺環境を

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。

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 13:00 ～16:00

建築士相談 第2水（予約優先） 9:00 ～12:00 市役所本館2階
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2金 ふれあい22
第4水 東部支所
第3金 行政経営課相談コーナー

家庭児童相談 平日 9:00 ～17:00 子ども家庭相談課☎366－3941
婦人相談 平日 9:00 ～17:00 子ども家庭相談課☎366－3955

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

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

65歳未満 （社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館3階）☎366－0077

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

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
（祝日を除く） 10:00 ～15:00 ゆうまつど（2階） 男女共同参画課

☎364－8778

日時 種目
5/14㈰10:00～15:00 歌謡音楽祭
5/20㈯・21㈰9:00～17:00（21日は16：00まで） 書道・盆栽
5/27㈯・28㈰9:00～17:00（28日は16：00まで） 華道
5/27㈯・28㈰9:00～17:00（28日は16：00まで） 油絵・版画・墨彩画・かな書道
5/27㈯10:00～15:00 茶道（雲間の会）
5/28㈰10:00～15:00 茶道（さつき会）
5/28㈰9:30～19:00 囲碁大会　費用1,500円（弁当あり）
6/  3㈯・ 4㈰9:00～17:00（4日は16：00まで） 水墨画・シャレ文字・実用彫造
6/  4㈰10：30～12：00 太極拳
6  /5㈪13：30～15：30 童謡の会
6/18㈰13:00～16:00 日舞発表会
6/25㈰13:00～16:00 芸能発表会

会場稔台市民センター
稔台文化団体連絡協議会・濱野☎363－4961

　美しいまちづくりを推進するため、空き缶など散乱したごみの
一斉清掃を行います。
清掃範囲公園や道路などの公共スペースや家の周辺　清掃方法ご
みを「燃やせるごみ」「プラスチック等のごみ」「ビン・缶・金属
類等の資源ごみ」「落葉・草・小枝」の4種類に分別して収集　
※落葉・草・小枝は燃やせるごみに混ぜないでください。 ※家庭
からのごみ（テレビ・冷蔵庫等）は出さないでください。

　ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の助成率が、これま
での最大6割から最大全額に引き上げられました。
　原則、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。まずはお問い合わせください。
対象者次の要件を全て満たすひとり親家庭の保護者またはその子（20歳未満）
●保護者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4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、受講費用の残りの6割
（受講修了時助成金と併せて上限25万円）を支給

清掃範囲江戸川河川
敷　集合場所A地点
（矢切の渡し乗船場
前）またはB地点（市
立中部小学校先江戸
川土手）　※昨年度
より2地点での実施
となっています。

ゴールデンウイークの応急歯科診療所
日程 診療所名 住所 電話番号

5/3㈷  植田歯科クリニック  和名ケ谷1428の3 392－5665
 藤田歯科医院  西馬橋2の19の1 347－9723

5/4㈷  武田歯科医院  松戸新田279 365－2232
 こうで歯科  幸田2の155の2 347－8824

5/5㈷  らいおん歯科  東松戸1の8の8 710－8881
 あらき歯科クリニック  西馬橋蔵元町6 飯島ビル202号 309－2610

時間9時～17時  （13時～14時を除く） 
※受診する際は、あらかじめ医療機関へ確認してください。

問地域医療課☎366－7771

江戸川クリーン大作戦江戸川クリーン大作戦

「高卒認定試験」
合格支援事業の

皆さんの手で町をきれいに皆さんの手で町をきれいに

5月28日㈰ 午前中の1時間程度〔雨天中止〕

5月28日㈰ 9時から1時間程度〔雨天中止〕

春の市民ぐるみでクリーンデー

問廃棄物対策課☎704－2010

 問環境業務課指導係
　 ☎366－7333

合
最大
全額
助成

問子育て支援課☎366－7347

10 スマートフォン・タブレット用アプリ「マチイロ」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。

●広報まつど　2017年（平成 29年）5月1日



◆健康麻雀体験会
5月①3日㈷・6日㈯②4日㈷・9日㈫③
5日㈷④8日㈪⑤12日㈮①～④12時～
17時⑤12時～16時　 ①⑤稔台②馬橋
③五香④常盤平各市民センター　 ⑤の
み初級者　 1日①～④800円⑤1,000
円　 電話でNPO健康麻雀クラブやま
が・徳光☎090－8583－1506へ
◆あなたも語り手に!〔全3回〕
5月6日㈯、6月9日㈮、7月8日㈯各10
時30分～12時30分　 子ども読書推進
センター　 先着30人　 2,000円　
電話でひょうたんの会－百人百話・恩

田☎080－3272－5519へ
◆中臣氏〔藤原氏〕の遠祖由来と春日大
社〔奈良市〕への系統
5月9日㈫13時30分～16時30分　
市民会館　 先着30人　 1,000円　
電話で歴史学講座「創世」・小嶋☎

090－1261－7366へ
●馬橋芸能連合会 華の競演
5月7日㈰10時30分～18時　 市民
劇場　 同連合会・松澤☎343－2123
●アーチェリー初心者教室〔全4回〕
5月の毎週日曜日13時～16時　 運
動公園体育館多目的室2　 10m初歩実
技　 中学生以上の人　 先着8人　 
3,200円　 電話で松戸市アーチェ

リー協会・浜辺☎342－4706へ
●社交ダンス初心者および初級者講習会
〔全4回〕
5月10日～31日の毎週水曜日18時～
20時　 小金原市民センター　 10人
1,000円　 ゆりの会・石田☎090－

1542－5940
●市民詩吟教室（漢詩・和歌等の吟詠指導）
5月13日㈯、6月3日㈯各17時～19時
市民会館　 同教室・佐々木☎342－

8230
●みんなで遊ぼう!!自然体験学級
5月14日㈰9時30分～12時30分　
21世紀の森と広場　 先着200人　
当日会場で　 100円　 松戸市スカウ
ト連絡協議会・梶☎080－3918－6140
◆愛犬と一緒のしつけ教室〔全2回〕
5月①14日㈰10時～12時50分②21
日㈰10時30分～12時（雨天の場合は6
月11日㈰）　 ①明市民センター（講義）
②常盤平公園（犬同伴実技）　 先着10
家族　 1家族1,000円　 5月12日㈮
までに電話でチームONLY WANにゃ
ん・堀井☎04－7166－1652へ
◆看護フェスタin聖徳大学2017
5月14日㈰10時～13時　 同大学3号
館（松戸駅下車）　 ミニ講演会、健康
相談、ストレスチェック等　 当日会場
で　 同大学地域連携課☎365－1111
◆“看護の日”記念行事（骨密度検査は
要予約）
5月14日㈰10時～14時　 東葛クリ
ニックみらい（松戸駅下車）　 同病院・
谷口☎365－9027

●菊作り講習会（大菊三本立・盆養菊）
5月14日㈰13時30分～16時　 プレ
イハウス榎本（八ケ崎ビッグA裏）　
千
せん

松
しょう

菊
きく

花
か

会・菊地☎365－7206
●丹

た ん

沢
ざ わ

山麓・弘
こ う

法
ぼ う

山ハイク
5月14日㈰7時松戸駅市民ギャラリー
前集合、15時鶴巻温泉駅（神奈川県）解
散　 歩行距離約8km （ややハードな
コース）　 弁当・飲物・ストック　
400円（別途交通費）　 松戸歩こう会・
出
いず

原
はら

☎386－5611
◆ターゲット・バードゴルフ市民教室
5月17日㈬9時30分～11時　 牧の
原グランド緑地　 電話で松戸市ター
ゲット・バードゴルフ協会・霜田☎388
－0671へ
◆法廷傍聴会（刑事事件の傍聴・解説）
5月17日㈬13時に千葉県弁護士会松
戸支部（松戸駅下車）集合、16時解散　
先着20人　 5月9日㈫9時から、電

話で同支部☎366－1211へ
●松戸市レディース卓球大会
5月19日㈮9時から　 運動公園体育
館　 ランク別ダブルス戦　 市内在
住・在勤の女性　 1人800円　 5月9
日㈫までに、電話で松戸市レディース卓
球連盟・塩山☎090－6174－9049へ
●フォークダンス初心者講習〔全5回〕
5月19日～6月16日の毎週金曜日各
10時～12時　 明市民センター　 運
動靴など動きやすい服装　 女性　
1,000円　 明フォークダンスサーク
ル・望月☎365－7122（夜間のみ）
◆落語会（春風亭昇也・三遊亭歌太郎）
5月20日㈯17時～19時　 常真寺

（大谷口18）　 先着50人　 1,000円
当日会場で　 同寺☎342－1616

●初心者カヌー講習会
5月21日・28日、6月4日・11日の日曜
日各9時～15時（昼食付き）　 上葛飾
橋下江戸川河川敷　 小学4年生以上で
多少泳げる人　 各先着30人　 1回
3,000円（中学生以下2,000円）　 講習
日の5日前までにFAXに参加日・氏名・
年齢・住所を記入して松戸市カヌー協会・
岡村☎ 389－2217へ
●歴史散歩「松戸宿と河岸をめぐる」
5月21日㈰13時30分松戸駅西口集合
16時30分解散　 300円　 当日会場
で　 松戸史談会・古木☎389－0045
●松戸市パークゴルフペア大会
5月27日㈯8時～12時　 オスカー
パークゴルフ場船橋コース　 36ホー
ルストロークベストボールプレー、ペア
は抽選　 市内在住の人、松戸市パーク
ゴルフ協会会員　 1,700円（会員1,600
円）　 電話で同協会・川田☎090－
2148－0017へ
●音楽協会創立25周年記念音楽祭（合唱・
器楽・和太鼓他）
5月28日㈰10時～17時30分　 森の
ホール21　 松戸市音楽協会事務局☎
383－0111

◆盲導犬チャリティーコンサート（講話、
募金等あり）
5月28日㈰11時～15時　 伊勢丹松
戸店前広場（雨天中止）　 盲導犬を普
及させる会☎090－8003－7790
◆浅草橋界隈の歴史散策&ウオーキング
5月28日㈰12時40分松戸駅連絡通路
中央集合16時現地解散　 先着50人　
300円（交通費実費）　 5月15日㈪

〔必着〕までに往復はがきに住所・氏名・
電話番号を記載して〒270－2203松戸
市六高台3の117の1　香

こう

実
み

会
かい

・岩本〔☎
080－1019－1988（夜間のみ）〕へ
●スペースアップマジックショー（トラ
ンプ・ロープ等）
5月28日㈰14時～15時30分　 松戸
商工会議所（松戸駅下車）　 300円　
松戸奇術会・岩田☎080－4209－

2783（昼間のみ）
●松戸市民コンサート（フォーレ作曲「レ
クイエム」）合唱団員募集
6月3日～12月16日の毎週土曜日各
18時30分～21時　 森のホール21他
参加者は12月17日㈰森のホール21で

開催のコンサートに出演　 12,000円
5月20日㈯〔必着〕までにはがきに住

所・氏名・年齢・電話番号を記入して、
〒270－2252松戸市千駄堀646の4森
のホール21内　市民コンサート実行委
員会（☎383－0111）へ
◆在宅医療と在宅介護の現状とこれから
6月4日㈰14時30分～16時30分　
市民会館　 300円　 当日会場で　
介護保険松戸市民ネットワーク・田中

☎080－1250－5241
●家庭婦人バレーボール大会
6月24日㈯、7月1日㈯各8時30分から
※5月20日㈯14時から運動公園会議室
で総会、6月17日㈯13時から抽選会　
運動公園体育館　 学区で編成された
チーム　 1チーム13,000円　 6月9
日㈮〔必着〕までに、申込用紙を郵送で
〒271－0092松戸市松戸2286の10　
松戸市家庭婦人バレーボール連盟・大沢
美里（☎090－6528－0421）へ

●松戸市テニス協会（硬式）の催し
 大会

①ダブルス大会
6月18日㈰、7月9日㈰・23日㈰・30日
㈰各9時～17時　 栗ケ沢公園庭球場
市内在住・在勤・在学の人、同協会加

盟クラブ会員　 1組3,000円
②MTAまつど女子オープン2017
予選6月単26日㈪複27日㈫、本戦6月

27日㈫～7月2日㈰　 栗ケ沢公園庭球場
③教育長杯小・中学生大会
7月26日㈬・28日㈮・29日㈯各9時か
ら　 栗ケ沢公園庭球場　 市内およ
び近隣に在住・在学・在クラブの小・中
学生　 1人1,000円
初心者教室
④6～8月の毎週月曜日A9時～10時

30分B10時30分～12時⑤7～9月毎週
火曜日A12時～14時B14時～16時⑥7
～9月毎週土曜日A8時～9時30分B9時
30分～11時⑦7～9月毎週土曜日A9時
～10時30分 B10時30分 ～12時　
④⑤⑦栗ケ沢公園庭球場⑥中央公園庭
球場　 市内在住・在勤の人（⑤はシニ
ア）  各先着④⑥⑦60人⑤30人　 ④
～⑦10,000円　 5月①24日㈬④
～⑦15日㈪、6月②4日㈰③23日㈮〔必
着〕までに同協会ホームページ http://
www.tennis-mta.org/から　 同協会
☎341－1133（火・木・土曜日の各12時
30分～16時30分）
◆千葉県調理師試験準備講習会
6月21日㈬9時～17時　 松戸商工

会議所　 先着60人　 35,000円　
電話で松戸調理師会・鈴木☎368－

5550へ
◆パソコン初心者講習
6月30日㈮までの希望日10時～12
時、13時～15時、15時～17時、18時～
20時　 NPO快適IT空間・松戸教室（市
民劇場向かい）　 ワードで作るエコバッ
グ他　 各1人　 2,000円　 NPO快
適IT空間・石井
☎703－7284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。

松戸ペン習字サークル（基礎から）
毎月第1・3水曜日18時～21時　

市民会館　 筆記用具　 月2,200
円（入会金1,000円）　 髙松☎363－
2908（夜間のみ）
新松戸社交ダンスサークル
毎週火曜日19時～20時50分　

新松戸市民センター　 中級者　 月
3,000円（入会金1,000円）　 福本
☎345－7508
ダンスサークルフライデー（社交ダンス）
毎週金曜日13時～15時　 八ケ崎市
民センター　 靴　 月3,000円（入会
金1,000円）　 小

こ

瀬
せ

村
むら

☎345－5241
ヘルシー会（料理）
毎月第2金曜日9時50分～12時　

五香市民センター　 年3,500円（入
会金なし）　 杉浦☎387－6769（18
時以降）
健康作り同好会 菜の花クラブ
毎週木曜日13時～14時30分　 常

盤平体育館　 65歳以下の女性　
月1,000円（入会金なし）　 米

こめ

瀬
せ

☎
388－3610
健康体操こがさき
毎週水曜日13時20分～14時50分
古ケ崎市民センター　 月1,700

円（入会金1,000円）　 飯塚☎363－
7763

洋画木曜会
月3回木曜日10時～12時30分　 矢
切公民館　 絵の道具　 月4,000円
（入会金なし）　 山田☎371－8840
松戸青少年交響楽団
毎週土曜日18時～21時　 青少年

会館他　 小学生以上の人　 楽器
月2,000円（入会金なし）　 河野

☎394－4730
松戸太極拳（中国武術、気功）
毎週日曜日9時～12時 馬橋市

民センター　 月2,500円（入会金
2,000円）　 布施☎090－3214－
8965
歌
うた

王
おお

会（①昼②夜）
毎月①第2・4火曜日13時～17時②

第1・3・5水曜日19時～22時　 歌謡
スタジオ「歌

か

練
れん

」　 1回①1,200円②
2,200円（年会費各1,000円）　 橋
本☎346－0537
健康太極拳小金クラブ
①月4回木曜日9時～10時30分②毎
月第2・4土曜日10時～11時30分　
小金市民センター　 月①2,000円②
1,000円（入会金各1,000円）　 向

むこう

田
だ

☎090－8306－4727
万
まん

作
さく

三味線の会（万作踊り・芝居伴奏）
毎月第1・3火曜日17時～19時　 市
民会館　 月1,000円（入会金1,000
円）　 菊池☎090－3682－1077

5月20日㈯
10時30分～12時

会場文化ホール内
　　国際友好ルーム
※説明会は申込不要。

5月27日～平成30年2月10日の間の土・日
曜日10時10分～12時10分〔全20回〕　 吉
田聖子氏　 25人（申込多数の場合は抽選、
説明会参加者優先）　 2万円（別途資料代）
電話で松戸市日本語ボランティア会・藤沢

☎331－1525へ

外国人に日本語を教える

要申込

アプリは無料でダウンロードできます。詳しくは市ホームページをご覧ください。 問広報広聴課（広報担当）☎366－7320 11
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12 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。

　オーストラリア・ホワイトホース市との姉妹都市提携（1971年5
月12日提携）を記念した、ディジュリドゥの演奏等のオーストラリ
アの文化・物産に加え、世界各国のダンス等の紹介・紙ブーメラン
制作・アートワーク（当日受け付け）等親子で楽しめるイベントです。

日時5月13日㈯11時～14時
会場松戸駅西口ペデストリアンデッキ

国際交流の輪
問（公財）松戸市国際交流協会
　☎366－7310

もっと知りたい オーストラリア &
!げよう広

　同クラブが総務省消防庁主催の優良少年消防クラ
ブ表彰で地域への防火防災活動に貢献してきた功績
が高く評価され、「特に優良な少年消防クラブ」とし
て総務大臣表彰を受賞しました。
　また、クラブ発足当時から指導員として活躍して
いる金井久栄さんに「優良な少年消防クラブ指導者」として総務大臣表彰が贈呈されました。
　3月29日には、松戸市役所を訪れ市長へ受賞報告をしました。

　全96作品の中から選ばれた入賞5作品の制作者への表彰式
が3月28日に行われました。
　大賞作品「MATSUDO」を制作したのは渋谷の高校に通う
黒
く ろ

田
だ

涼
りょう

子
こ

さんと小
こ

菅
す げ

静
し ず

流
る

さん。小菅さんが撮影した映像を黒
田さんが編集し完成させたそうです。2人は「まさか大賞とは
思わなかったのでうれしいです」と笑顔を見せていました。

小金北地区少年消防クラブが
総務大臣表彰を受賞

5月23日㈫・25日㈭各9時20分市役所地下玄関
集合（マイクロバスにて移動）、15時30分頃解散　コー
ス市役所→松戸中央公園→戸定邸・戸定歴史館→浅間
神社→旧齋藤邸→河原塚1号古墳→大谷口歴史公園→幸
田第一公園→市役所　※徒歩移動・階段あり。 対象市
内在住・在勤の人　定員各16人（抽選）　持ち物昼食、
水筒、虫除けスプレー、タオル、歩きやすい靴　費用
無料

5月10日㈬〔必着〕までに、往復はがきに参加者全員（1
枚につき2人まで）の希望日・住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号（日中の連絡先、携帯可）・返信用宛名
を記入して、〒271－8588松戸市教育委員会　社会教
育課（☎366－7462）へ

文化財史跡めぐり
～松戸の現在から過去をふりかえる～

左から小菅静流さん、
黒田涼子さん、本郷谷市長 受賞作品はこちらから

アートワークの作品例

の表彰式を
行いました

まつど
CM大賞

15秒で
松戸をPR！

問広報広聴課シティ
プロモーション担当室
☎366－7320

　入賞作品は松戸駅東口デッキ上のデ
ジタルサイネージで現在放映中！ま
た、今後イベント等で放映して松戸を
PRしていきます。

旧齋藤邸

日程5月12日㈮～26日㈮
会場松戸駅東西自由通路
　　市民ギャラリー（東側）

ホワイトホース市の紹介と
第五中学校生徒の美術作品展示

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4月生
いちご狩りに行って口が真っ赤な
写真です。もうすぐ2歳なのでた
くさん食べるようになりました。  

沼ぬ
ま

田た

康こ
う

佑す
け

ち
ゃ
ん

平成28年10月生
おでかけ、絵本、お話、お歌が
大好き！ぱぱとままはメロメロ
です！元気に大きくなってね。

宮み
や

川か
わ

七な
な

海み

ち
ゃ
ん

平成28年8月生
無事、初節句を迎えられました。
よく笑い色んなことに興味がで
てきたね。

秋あ
き

山や
ま

美み

月づ
き

ち
ゃ
ん

まつど国際文化大使の皆さん

要申込

　市内の小学3年生の女子児童が行方不明になり、命
を奪われるという大変痛ましい事件が起きてしまいまし
た。4月14日には事件の被疑者が逮捕され、ひとまず安
堵いたしましたが、被疑者が逮捕されたといっても、ご
遺族の悲しみや、同級生の子どもたちが受けた心の傷
はいえるものではありません。
　事件が発生した地域では、日ごろから子どもたちが
安全で安心して生活できる環境をつくるため、地区の
防犯協会や地元町会等の皆さんが熱心に見守り活動に
取り組んでいただいていましたが、被疑者がその活動
に携わる関係者であり、保護者会の会長であったことは
大変な衝撃でした。
　松戸市ではこの事件を受け、緊急対策会議を開き、3
月27日から緊急特別警戒体制を敷いて、子どもの安全
確保に努めてまいりました。警察や1,410の市民団体
等・事業所、地域の皆さんの力を結集し、市を挙げて
子どもたちへの注意喚起や見守り活動に取り組んでき
ました。児童が通っていた学校には、随時スクールカウ
ンセラーを派遣し、子どもたちの心のケアに努めていま
す。また、今回被害に遭われたご遺族は外国から移り
住まれた市民です。ご遺族の心労は計り知れませんし、
ご遺族が今後も松戸市で安全で安心して生活していけ
るよう支援していきたいと思っています。
　松戸市では街頭犯罪の抑止として、市内に防犯カメ
ラの設置を推進し、平成29年3月末現在323台設置さ
れています。今後、町会・自治会等やPTAなどの団体
に協力を依頼し、小・中学校の通学路にある危険箇所
の再点検を行い、抑止力のある防犯カメラのさらなる
設置や、カメラの設置のある道への通学路の変更など
も検討したいと思います。
　いずれにしても、子どもたちが安全に勉強したり遊ん
だりできるよう、市民みんなで力を合わせて、頑張って
いきたいと思います。

子どもの安全を守るために

人口 487,091人 
世帯 221,164世帯 

男　　242,343人
女　　244,748人

〔 879 〕
〔 1,398 〕

〔 382 〕
〔 497 〕

人口と世帯（平成29年4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

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

2017.5.1
（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）。

松戸市長   本
ほん

郷
ごう

谷
や

 健
けん

次
じ

073




