
6月30日㈮は市・県民税（普通徴収分）第1期の納期限です。　 収納課☎366－7325

環境政策課☎366－7089

身近なところから環境について考えてみませんか

アカリフグ
長寿命LEDならお財
布にもやさしいよ。

サイリヨウ
お風呂のお湯を再利
用。洗濯などに使う
と節約になるよ。

おうちエコ化タツムリ
太陽光発電やエネフ
ァームなどの環境に
やさしい機器を設置
しよう。
補助金 も出るよ！

　　　

200円（中学生以下無料）

　  運動公園プール  7月8日㈯（雨天の場合9日㈰）・23日㈰、
　　　　　　　　 8月21日㈪（雨天の場合22日㈫）
　  新松戸プール  7月3日㈪・10日㈪
　 東部スポーツパークプール 7月3日㈪・10日㈪・18日㈫

※気象条件等により、中止または利用時間の変更があります。
※以下の期間は、1回目はありません。（土・日曜、祝日を除く）
運動公園プール 新松戸プール  7月3日㈪～14日㈮
東部スポーツパークプール  7月4日㈫～20日㈭

1回目9時～11時　2回目12時～14時　3回目15時～17時

各種補助金についてはこちら
太陽光発電システム・ゼロエネルギー住宅・電気
自動車等の導入に各種補助制度があります。条件
等の詳細は市ホームページをご覧ください。

各種補助制度についてエコもん図鑑

あなたの周りにもいろ
いろな「エコもん」がい
ます。市ホームページ
の「エコもん図鑑」を確
認してみてね。

運動公園プール☎363－9554
50ｍプール、子ども用プール

運動公園

市立病院

スーパー

みのり台▶

上本郷 新京成
松戸新田駅
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●JR北松戸駅から徒歩
17分または新京成バ
ス県立松高前行きで
「運動公園」下車
●新京成松戸新田駅か
ら徒歩12分

新松戸プール☎309－3000
50ｍプール、子ども用プール

新松戸南中学校

新松戸南
郵便局
新松戸南
郵便局 馬橋北小学校

青少年会館

馬橋北小学校

青少年会館

新松戸南公園

新松戸中央公園

南通り

中央大通り（けやき通り）中央大通り（けやき通り）
流通経済大学流通経済大学

JR武蔵野線

新松戸プール新松戸プール
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●JR新松戸駅から徒歩15分
青少年会館となり

東部スポーツパークプール☎391－0944
25ｍプール、子ども用プール

東松戸駅 JR武蔵野線

◀新八柱

秋山駅 国道464号

スポーツ
パーク

東部支所

東部クリーンセンター東部クリーンセンター

福祉
センター
入口

県道
市川・柏線

高塚十字路

北総
線

東部スポーツパーク東部スポーツパーク

●松戸駅東口から新京成バス
市立東松戸病院行きで「スポ
ーツパーク」下車徒歩3分

●東松戸駅から徒歩15分
●北総線秋山駅から徒歩15分

※各プールの電話番号はオ－プン期間専用のものもあります。

1年中泳げる
温水プールも！

和名ケ谷
スポーツセンター
温水プール
☎391－5990

クリーンセンター内
温水プール
☎385－7100

何から始める？「エコもん」に聞いてみよう

　今、世界全体が地球温暖化防止に取り組んでいます。日本でも、「C
ク ー ル

OOL C
チ ョ イ ス

HOICE」を旗印に、国を
挙げての取り組みが始まっています。
　「COOL CHOICE」とは、未来のために低炭素型の製品・サービス・ライフスタイルなどを選ぶ「賢
い選択」。身の回りのちょっとしたところから、温室効果ガスの排出量削減につながる行動を始めてみ
ましょう！

未来のまつどのために今はじめよう!

　

屋外市営プールに行こう！
こちらも　　　　!

中学生以下100円

プールの最新情報は、市ホー
ムページをご覧ください。

市ホームページ

「エコもん」は、エコな行動を心がけているエコ者
も の

たち。
あなたの暮らしの中にある「賢い選択」を教えてくれますよ。

中学生以下無料

利用料金 (2時間)

利用時間（各回総入れ替え制）

利用できない日

安全に
利用する
ために

●かぜや目の病気、その他伝染病にかかっている人は入れません。
●幼児等は保護者の同伴が必要です（おむつがとれていない幼児はご遠慮ください）。
●50ｍまたは25ｍプールでは、小学3年生以下は保護者の同伴が必要です。
●浮き輪類は子ども用プールでのみ使えます。
●係員の指示には必ず従ってください。

7月1日㈯～
8月31日㈭
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6 月は環境月間です



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のでご確認ください。

●広報まつど　2017年（平成29年）6月15日
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財政事情平成28年度
下半期

　「松戸市総合計画 第5次実施計画」の最終年度にあたる平成28年度は、引き続き財源
の確保を図りながら、効率的な行財政運営を行ってきました。
　財政見通しは厳しい状況が続きますが、新しく策定された「第6次実施計画」を平成29
年度から推進し、財政状況に柔軟に対応して住みよいまちづくりを目指します。

一般会計
　平成28年度の最終予算額（繰越分を除く）は
1,596億4,460万5千円になりました。当初予算
額は1,524億8,000万円でしたが、その後4回の
補正によって71億6,460万5千円を追加したもの
です。
　予算額に対して平成29年3月31日現在の収
入済額は1,429億3,705万3千円で、収入率は
89.5%です。
　支出済額は1,393億9,301万1千円で、執行率
は87.3%です。

市の財産には、土地や建物の他、特定の目的のための資
金積み立てや定額の資金を運用するために設けた基金な
どがあります。

　市は、教育・土木・社会福祉・衛生・消防など、各種事業を行っています。
これらの経費は、市民の皆さんに負担していただく市税、国や県からの補助
金など、その年度の収入で賄われています。しかし、事業の効果が後世にも
及ぶものについては、将来の市民の皆さんにもその負担をしていただくこと
で、税負担の公平を図ることができるため、市は国や銀行などから長期で返
済する資金（地方債）を借りて、それを費用の一部に充てて事業を進めてい
ます。
　特に臨時財政対策債の発行が大きくなっていますが、これは実質的な地方
交付税の代替財源として発行している地方債です。この償還に関する費用
は、国から後年度に地方交付税で措置されます。
　今後も、将来の財政負担を十分に考慮しながら地方債を活用していきます。

1. 基金…①財政調整基金142億5,076万2千円②土地開発基金
48億円③学童災害共済基金590万6千円④松本清児童福祉基
金4,135万6千円⑤高額療養費貸付基金1,500万円⑥福祉基金
6,089万2千円⑦美術品等取得基金4億1,000万円⑧国民健康保
険事業財政調整基金53億7,076万4千円⑨松戸市営白井聖地公園
基金5,537万3千円⑩文化施設建設基金1億2,288万4千円⑪市債
管理基金2,500万円⑫平和基金6,861万9千円⑬職員退職手当基
金2億5,487万2千円⑭介護給付費等準備基金17億46万8千円⑮
高額介護サービス費等貸付基金1,000万円⑯高志教育振興基金1
億3,437万3千円⑰松戸競輪事業財政調整基金16億1,862万円⑱
国民健康保険出産費資金貸付基金800万円⑲安全で安心なまち
づくり基金1億3,267万8千円⑳緑地保全基金1億227万円㉑協働
のまちづくり基金822万7千円㉒市立小学校及び中学校施設等耐
震改修基金8億868万円㉓病院施設整備基金26億8,916万9千円
㉔スポーツ振興基金3,046万7千円㉕東日本大震災復興基金454
万円㉖新松戸地域学校跡地有効活用事業基金2,697万9千円㉗郷
土遺産基金8,602万4千円㉘庁舎建設基金25億8,329万5千円㉙
まちづくり用地活用事業基金0円
2. 有価証券および出資による権利…22億3,525万2千円
3. 土地および建物…①土地3,232,875.03m²（うち土地開発基金
が保有する分 11,003.04m²）②建物877,618.27m²
4. 車両…総台数412台①乗用車26台②貨物車40台③消防車73
台④救急車14台⑤軽自動車184台⑥その他75台

特別会計

特別・企業会計繰出金の状況
一般会計から下記の各会計へ繰り出して使用しています

一般会計（款） 繰出金額 繰出先

民生費
29億7,107万4千円 国民健康保険特別会計
49億5,207万6千円 介護保険特別会計
7億7,656万5千円 後期高齢者医療特別会計

衛生費 4,966万9千円 水道事業会計
38億3,119万5千円 病院事業会計

商工費 8,986万6千円 公設地方卸売市場事業特別会計
土木費 32億7,260万2千円 下水道事業特別会計
合計 159億4,304万7千円 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

市税の住民負担状況
区分 1世帯当たり 1人当たり
市民税 14万6,915円 6万9,117円

固定資産税 10万3,210円 4万8,556円
都市計画税 1万7,705円 8,330円
その他 1万8,585円 8,743円
合計 28万6,415円 13万4,746円

地方債の現在高
1,782億3,883万9千円
一般会計       1,083億2,760万5千円

土木債 202億6,985万7千円
教育債 138億1,577万4千円
衛生債 41億9,365万3千円
民生債 26億1,622万8千円

臨時財政対策債 618億7,703万1千円
市民税減税補てん債 35億9,825万1千円

その他 19億5,681万1千円
特別会計    　   553億7,811万2千円
下水道債 553億7,811万2千円

企業会計         145億3,312万2千円
病院事業債 109億1,137万2千円
水道事業債 36億2,175万円　　

地方債の現在高（平成29年3月31日現在）

企業会計

※収入額が支出額に不足する額は、内部留保資金で補てんします。

企業会計予算の執行状況
会計名 区分 予算現額 収入支出済額 収入・執行率(%)

水道事業
会計

収益的収入 16億7,254万4千円 16億9,161万5千円 101.1
収益的支出 16億5,376万5千円 15億8,304万2千円 95.7
資本的収入 2,434万7千円 2,422万8千円 99.5
資本的支出 5億1,982万2千円 4億7,875万9千円 92.1

病院事業
会計

収益的収入 205億4,234万4千円 164億4,446万8千円 80.1
収益的支出 205億4,234万4千円 194億7,190万円 　 94.8
資本的収入 91億5,445万9千円 91億6,014万円　　  100.1
資本的支出 96億7,608万5千円 94億2,081万5千円 97.4

一般会計・歳入
科目 予算現額 収入済額

金額 構成比（％）
市税 670億円 　　　　　 664億　　88万4千円 46.5 

地方交付税 62億5,914万2千円 64億3,202万3千円 4.5 
国庫支出金 329億3,278万2千円 294億6,380万7千円 20.6 
市債 170億5,700万円  　 98億1,840万円　　 6.8
その他 363億9,568万1千円 308億2,193万9千円 21.6 
合計 1,596億4,460万5千円 1,429億3,705万3千円 100.0 

収入率 89.5 
繰越分 20億3,699万4千円 17億　 69万円　　 83.5 

一般会計・歳出
科目 予算現額 支出済額

金額 構成比（％）
総務費 135億1,199万2千円 116億3,294万3千円 8.3
民生費 762億6,203万円　　 679億　934万5千円 48.7
衛生費 152億1,372万6千円 130億3,691万1千円 9.4
土木費 208億5,435万4千円 165億8,159万円　　 11.9
教育費 161億8,455万4千円 136億4,476万3千円 9.8
公債費 94億　520万7千円 90億7,672万2千円 6.5
消防費など 82億1,274万2千円 75億1,073万7千円 5.4
合計 1,596億4,460万5千円 1,393億9,301万1千円 100.0

執行率 87.3 
繰越分 20億3,699万4千円 17億4,968万1千円 85.9

市有財産の現在高（平成29年3月31日現在）

　平成28年12月6日から平成29年2月16日
までの期間に実施した定期監査結果の概要
を公表します。
平成29年5月19日
松戸市監査委員　伊藤　智清
　　　同　　　　三好　徹
　　　同　　　　石井　勇
　　　同　　　　鈴木　大介

＜指摘事項＞

※監査結果の全文は、行政資料センター・図書館
本館および市ホームページ（アドレスは1面右上
参照）で閲覧できます。

定期監査
●監査対象＝街づくり部（9課）・建設部（6課）・
健康福祉部（4課）・福祉長寿部（9課）・子ども
部（5課）
●監査の結果＝監査の結果は、おおむね適正に
執行されているものと認められた。なお、意
見及び指摘事項は次のとおり。
＜意見＞
　未収金の解消については、鋭意努力をされ
ているところであるが、関係部課と連携し、
収納率の向上を目指して、種々の方策を推進
されたい。

部署 未収金の種別
住宅政策課　 市営住宅使用料
建設総務課　 道路占用料
下水道維持課　 受益者負担金・下水道使用料

国民健康保険課 国民健康保険料・後期高齢者医療
保険料

介護保険課　 介護保険料
幼児保育課 保育料

区分 内容 指摘
事項

収入
調定がされていなかったもの 1件
調定の時期が適切でなかったもの 1件
調定額に誤りがあったもの 2件

支出
支出方法が適切でなかったもの 1件
支出事務の手続が適切でなかったもの 2件
補助金の交付手続に誤りがあったもの 1件

契約

仕様書の記載が適切でなかったもの 1件
支出予定額が予算額を超えていたもの 2件
予定価格調書の記載が適切でなかったもの 2件
予定価格に関する事務処理に誤りがあったもの 17件
予定価格の設定が適切でなかったもの 3件
契約書の記載内容が適切でなかったもの 2件
契約書の作成が適切でなかったもの 3件
契約保証金の免除理由が適切でなかったもの 1件
履行保証保険証券の提出時期が適切でなかったもの 1件
監督職員選任通知をしていなかったもの 1件
契約書の規定による書類提出が適切でなかったもの 4件
履行の確認が十分に行われていなかったもの 1件

その他 郵券類等受払簿の記載が適切でなかったもの 1件
合計 47件

監査委員事務局☎366－7385
監査の結果を公表します

特別会計予算の執行状況
会計名 予算現額 収入済額 収入率（%） 支出済額 執行率(%)

国民健康保険特別会計 585億4,502万円　　 535億3,052万2千円 91.4 527億3,959万5千円 90.1 
松戸競輪特別会計 237億3,287万4千円 225億7,787万9千円 95.1 211億1,706万5千円 89.0 

下水道事業特別会計 （4億3,073万6千円
141億6,531万6千円

（4億3,073万6千円
99億6,318万2千円

（100.0 
70.3  

（4億2,826万5千円
120億1,351万2千円

（99.4 
84.8 

公設地方卸売市場事業特別会計 2億1,804万4千円 2億　413万6千円 93.6 1億7,971万6千円 82.4 
駐車場事業特別会計 9,100万2千円 2億1,304万9千円 234.1 6,046万5千円 66.4 
介護保険特別会計 342億6,961万2千円 328億4,794万5千円 95.9 288億3,985万1千円 84.2 
後期高齢者医療特別会計 51億2,790万5千円 50億1,757万6千円 97.8 41億6,516万8千円 81.2 

合計 （4億3,073万6千円
1,361億4,977万3千円

（4億3,073万6千円
1,243億5,428万9千円

（100.0 
91.3 

（4億2,826万5千円
1,191億1,537万2千円

（99.4 
87.5 

※（　　）内は、繰越明許費等です。

） ） ） ） ）

） ） ） ） ）

※平成29年3月31
日現在で住民登録
がある人口です。

予算執行状況
財政課☎366－7076

定員③のみ先着40人　費用各100円   
③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 内容等

①
子育て広場
おやこで
“ゆるりん”

7/3㈪・7㈮・14㈮・
21㈮・24㈪・28㈮
各10:00～12:00

同大学
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歳児までの子と親

②
保育者のた
まごのコン
サート

7/7㈮
11:00～11:30
（①の時間内に開催）

同大学
10号館
3階

内容聖徳短大生と教員に
よるコンサート
対象2歳児までの子と親

③
子育てサポ
ーター講座
要申込

7/14㈮
10:00～11:00

同大学
10号館
5階

内容気になる行動の理解
と対応
講師同大学教員
対象祖父母を含む子育て
終了世代

聖徳大学・聖徳大学短期大学部
松戸子育てカレッジ 7月のスケジュール

　市・地域・大学が連携し、子育て中の親とその子
どもを応援します。大学教員や保育者を目指す学生
と一緒に、子育ての楽しさを体験しましょう。

住民基本台帳人口
人口 49万2,787人
世帯 23万1,834世帯
面積 61.38ｋm²



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
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市立図書館小金分館は、蔵書点検作業の
ため、6/29㈭・30㈮に休館します
図書館☎365－5115

光化学スモッグにご注意ください
　目がチカチカする等の健康被害が発生
することがあるため、注意報等の発令時
はできるだけ外出を控えましょう。情報
は、県ホームページや市の安全安心メー
ル等で。 環境保全課☎366－7337

園芸に関する無料相談「みどりの相談
室」を設置しています
相談日時 年末年始、8月のお盆時期を除
く㈬㈯㈰㈷10時～12時、13時～15時30
分（不定休あり）場所 21世紀の森と広場
パークセンター電話相談☎345－8738

植木の剪
せん

定
てい

（7月～9月）
　植木剪定（枝おろし・刈り込み）の予約
を月100件程度受け付けます（ごみは自己
処理） 作業内容により積算 電話でシ
ルバー人材センター☎330－5005へ

都立八柱霊園使用者募集
募集数一般埋蔵施設310カ所、芝生埋
蔵施設20カ所、合葬埋蔵施設2,000体
申込書配布 6/23㈮～7/18㈫に、市民課・
健康推進課・各支所・行政サービスセン
ター・八柱霊園管理事務所等対象・費用 申
込書参照 7/3㈪ ～18㈫に、申込書を
郵送または東京都公園協会ホームページ
で 同協会霊園課募集専用番号☎0570
－783－802

えだまめの収穫体験受付開始
収穫時期 7月上旬頃 場所黒

くろ

門
もん

家
や

（平賀10
番地）品種湯あがり娘 1区画（15m）
3,000円 10時～17時に電話で谷

や

口
ぐち

農
園・鷹森☎080－9887－3711または谷

や

口
ぐち

☎341－7603へ

「松戸モリヒロフェスタ」
ボランティアスタッフ募集
11/3㈷～5㈰のうち1日

以上 会場運営補助、来場
者誘導、飲食ブースの清掃等
（昼食あり） 21世紀の森と広場ホーム
ページから 同広場イベント実行委員会
事務局☎345－8900

第20期まつど国際文化大使募集
任期 9月から1年間 市内で開催される
講座やイベントで、外国や日本の文化を紹
介するボランティア 外国人=今後1年
以上の在留資格があり、自国の文化を紹
介できる人　日本人=過去5年以内に1年
以上滞在した国・地域の文化または日本の
文化を紹介できる人　※自薦他薦問わず。
審査あり 申込書配布松戸市国際交流協会
事務所、同ホームページ募集人数約20人
7/12㈬〔必着〕までに、申込書を直接

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5階　（公
財）松戸市国際交流協会（☎366－7310）へ

福祉作業所学生ボランティア募集
期間 7/3㈪～9/29㈮のうち希望日（㈯㈰
㈷、8/14㈪・15㈫は除く）時間 9時30
分～15時（半日可）活動場所市内5施設
市内および近隣の高校生・福祉専門学校
生・大学生 昼食　※1食350円で給食
を用意（要予約） 電話で第二わかば園☎
386－7721へ

ライトダウンキャンペーン
期間 6/21㈬～ 7/7㈮ 地球温暖化対策
のため、全国のライトアップ施設や各家

庭の照明の消灯を呼び掛けて
います 環境政策課☎366
－7089

県営住宅の入居者募集
募集期間 7/1㈯～ 15㈯ 入居資格①住宅
に困窮していて、同居親族がいる人②所
定の方法で算出した月収が一般=15万8
千円以下、高齢者・身体障害者等（条件あ
り）=21万4千円以下 申込書配布 6/28㈬
から、東葛飾地域振興事務所・住宅政策
課・各支所・行政サービスセンターの窓口
で 千葉県住宅供給公社県営住宅管理部
募集課☎043－222－9200

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
を公表
　住民基本台帳法第11条および第11条
の2に基づく住民基本台帳の一部の写し
の閲覧状況を、市ホームページに掲載し
ています 市民課☎366－7340

講座・講演・催し
教科書展示会
6/16㈮～7/5㈬（平日のみ）9時～12

時、13時～17時 松戸教科書センター
（東葛飾合同庁舎内） 千葉県教育庁東葛
飾教育事務所☎361－4103

多文化共生のまちづくりフォーラム
～多文化共生のまちづくりは地方創生
の第一歩 !～
6/22㈭13時30分～16時 市民劇場
講演・パネルディスカッション 明治

大学国際日本学部教授・山脇啓造氏 先
着300人 （公財）松戸市国際交流協会☎
366－7310

小学校での読み聞かせ講座
6/23㈮10時～12時 子ども読書推進

センター 小学生の保護者 先着50人
同センター☎331－0077

東松戸ゆいの花公園の講座
①ラベンダースティック②ラベンダーの
花
はな

籠
かご

6/27㈫①10時～11時②11時～
12時 松戸ハーブボランティア ②は
①の経験者 各先着15人 ①300円②
500円
③プリザーブドフラワーと多肉植物（アー
ト）で作るテラリウム 6/29㈭10時30
分～ 11時30分 フルーデリー代表・堂

どう

前
まえ

絵
え

美
み

子
こ

氏 先着15人 1,900円
④夏の花アンゲロニアを育てよう!
7/8㈯10時～11時30分 花

か

卉
き

園芸家・
後
ご

閑
かん

早
さ な え

苗氏 先着10人 1,000円
共通 同公園マグノリアハウス 電話で
同公園管理センター☎384－4187へ

農産物直売所13周年記念イベント&松
戸産えだまめ推奨マークお披露目式
7/1㈯12時40分～16時〔雨天決行〕

農産物直売所まつぼっくり（馬橋駅下車）
松戸産農産物の販売、えだまめの試食

等　※先着100人に松戸産農産物ブラン
ド化シンボルマーク「みのりちゃん」グッ
ズプレゼント JAとうかつ中央経済セン
ター☎341－5151

松戸・鎌ケ谷特別支援教育作業学習作
品展
7/5㈬～7㈮10時～15時 市役所1階

通路 河原塚中学校・市川☎391－6161

成年後見制度利用促進シンポジウム
7/5㈬13時～16時30分 千葉市生

涯学習センター（JR千葉駅下車） 早
稲田大学大学院教授・山野目章夫氏
先着300人 6/27㈫〔必着〕までに、

お知らせ

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
はがき・FAX・Eメールに氏名・電話番
号を記入して、〒260－8508千葉市中
央区千葉港4の3　千葉県後見支援セン
ター 043－204－6013、 smile@
chibakenshakyo.com（☎043－204－
6012）へ

M
み ぃ あ

IEA世界めぐり「フィリピンの教育・
観光について英語で聴いてみよう」
（フィリピン政府観光局協力）
7/8㈯15時30分～17時 ゆうまつど
Joshua Philip Romero氏（フィリピン

出身、松戸在住の大学生） 先着35人
500円（会員300円） 電話で（公財）松
戸市国際交流協会☎366－7310へ

福祉のしごと就職フェア・inちば
7/9㈰13時～ 16時 幕張メッセ国

際会議場コンベンションホール他 社
会福祉施設等への就職を希望する人
千葉県福祉人材センター☎043－222－
1294

旧齋藤邸での日仏現代音楽家即興演奏
会「文月～詩歌管弦～」
7/9㈰14時～15時30分（13時30分開

場） 旧齋藤邸（紙敷）演奏者ミッシェ

ル・ドネダ（サックス）、レ・クアン・ニ
ン（パーカッション）、齋藤徹（コントラ
バス） 先着30人 Eメールでつくばア
ートセンター代表・篠原光子  hearth.
art981@gmail.comへ

放課後児童クラブ運営法人合同就職説
明会
7/13㈭13時～15時 衛生会館

NPOねばぁらんど☎701－8041

高齢者を支える訪問型元気応援サービ
ス実施者向け基本研修
7/13㈭13時30分～16時 市役所議

会棟3階特別委員会室 高齢者の生活支
援に関心のある市内在住の人　※受講
後、実施団体に属し実務研修の受講が
必要 先着40人 電話またはFAXで介
護制度改革課☎366－4101、 366－
4102へ

松戸認知症コーディネーターフォロー
アップ研修
7/13㈭18時30分～20時30分 衛生

会館 先着150人 FAXで旭神経内科リ
ハビリテーション病院 389－1356（☎
330－6515）へ

　　　　　　　　　　　　  の
分別にご協力をお願いします
　市では、容器包装リサイクル法に基づきプラスチック製容器包装の資源化を
しています。不適合なものが混入していると、リサイクルできず埋め立てする
ことになります。排出する際はプラの識別マークを確認し、分別しましょう。

　商品が入っていた、または商品を包んでいたプラスチック製のものが対象で
す。中身を必ず使い切り、水ですすぐなどきれいにしてから出してください。

※すすいでも汚れが付着しているものは、「その他のプラスチックなどのごみ」の日に出
してください。
※カミソリ（排出日 : 陶磁器ガラスなどのごみの日）や在宅医療等の医療系廃棄物は絶対
に入れないでください。

 環境業務課指導係☎366－7333

日程 地区 会場 傍聴申し込み先 締め切り
7/18㈫ 明第2東 市役所別館地下1階研修室 市民自治課☎366－7318

7/13㈭7/19㈬ 小金原 小金原市民センター 小金原支所☎344－4151
7/20㈭ 明第2西 古ケ崎市民センター 市民自治課☎366－7318
7/26㈬ 東部 東部スポーツパーク 東部支所　☎392－3061 7/21㈮7/27㈭ 明第1 明市民センター 市民自治課☎366－7318

地区意見交換会を開催します
　各地区で開催され、町会・自治会長等の皆さんと市長が懇談します。傍聴を希望する
人は、お申し込みください。時間 各14時～16時 電話で各傍聴申し込み先へ

松戸市水道事業運営審議会
6/21㈬14時から 市役所新館5階市民サロン傍聴定員先着10人（開会30分前から受

け付け） 水道部総務課☎341－0430

社会教育委員会議
6/26㈪18時から 京葉ガスF松戸ビル5階会議室傍聴定員先着10人（開会10分前ま

で受け付け） 社会教育課☎366－7462

※この他の10地区は、10月～11月に開催予定

松戸市戸定邸保存活用審議会
6/29㈭13時30分から 戸定が丘歴史公園内松雲亭傍聴定員先着6人（開会10分前

まで受け付け） 戸定歴史館☎362－2050

会議

リサイクルするプラスチックの例

菓子パン・冷凍
食品などの袋

ペットボトルの
キャップ、ラベル

洗剤・シャンプー
等の容器 

カップ・トレイ・
発泡スチロー
ルなどポリ袋・

ラップなど

リサイクルするプラスチック

リサイクルするプラスチックを資源に戻しましょう

同広場ホー
ムページ

キャンペーンページ

プラの識別マー
ク

が目印！



介護保険課☎366－7370

種別 事業所名 所在地 電話番号

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

エスポワール松戸 五香西4の26の10 311－3166
あきやまの郷 高塚新田484の1 312－8121
東京おりーぶ苑 金ケ作276の28 311－0777

看護小規模多機能型
居宅介護 さんしょう 河原塚411の1 710－0331

小規模多機能型
居宅介護

胡録台ケアガーデンワカバ 胡録台284の13 365－6441
わいわい豊

ほう
夢
む
栄
さかえちょう

町 栄町西1の851の4 393－8992

特定施設入居者
生活介護

あずみ苑グランデ常盤平 金ケ作237の3 311－1165
メディクスケアホーム松戸 松戸1063の1 366－0072
介護付有料老人ホームハーモニー松戸 五香西5の3の14 311－2666
介護付有料老人ホームハーモニー六高台 六高台9の56の3 702－7178
介護付有料老人ホームハルトリーゲル松戸 和名ケ谷1009の33 360－4165

特別養護老人ホーム

まんさくの里 八ケ崎2の15の1 348－8352
東松戸ヒルズ 紙敷1065の4 312－8633
松
しょう
寿
じゅ
園
えん 六高台2の19の2 386－6357

マーシイヒル 根木内677の2 348－8787
親愛の丘 和名ケ谷1258の1 712－1200
秋
こすもす
桜 栄町西3の1036の2 703－1275

明
みょう
尽
じん
苑
えん 金ケ作296の1 385－2220

ひまわりの丘 五香西5の19の8 311－2100
松戸陽だまり館 幸田111 374－6311
南
みなみ
花
はな
園
えん 河原塚102の8 392－0881

認知症対応型
共同生活介護

エスケアホーム松戸 馬橋2844 312－1550
グループホームワカバまつど 胡録台284の51 365－6441
グループホームあじさい 五香西5の3の14 311－2666
セントケアホーム矢切 下矢切99の11 365－1122

認知症対応型共同生活介護・
小規模多機能型居宅介護

ガーデンコート矢切 下矢切99の10 330－1361
ガーデンコート常盤平 常盤平1の13の7 394－ 0520

事業所一覧

応募資格
以下の両方に該当する人
●現在、介護事業所で働いていない
●介護職員初任者研修と同等以上の資格を持っていない

介護の資格を取りながら
正社員を目指す人を募集

申し込みから就職までの流れ
  ①電話で各事業所（右表）に、「介護人材育成事業」の件と伝える

  ②各事業所が面接等の選考を実施

  ③採用が決定した人は、事業所と有期雇用契約（約4カ月間）を締結

  ④有期雇用契約期間中に事業所で勤務しながら、介護職員初任者研
  　修を受講し、資格を取得

  ⑤有期雇用契約期間終了後、同じ事業所に正社員として就職

●広報まつど　2017年（平成 29年）6月15日
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要申込

5月は防災行政無線で3件の行方不明高齢者の探索を行い、全て発見されました。ご協力ありがとうございました。

小規模多機能型・看護小規模多機能型サービスをご利用ください
　中・重度の要介護の人が住み慣れた家や地域で暮らし続けられるように、希
望に応じたサービスを提供する「小規模多機能型サービス」と、医療的ケアも
提供する「看護小規模多機能型サービス」があります。

種別 事業所名 所在地 電話番号 定員

小規模 
多機能型

ガーデンコート常盤平 常盤平1の13の7 394－0520 25人
胡録台ケアガーデンワカバ 胡録台284の13 361－8610 18人
ガーデンコート矢切 下矢切99の10 330－1361 25人
デイハウスユーカリ新松戸 新松戸6の191 702－7881 24人

明
あ か ね い ろ
音色「ゆいまーる八ケ崎」 八ケ崎8の21の7 309－2382 29人

輝
き
楽
らく
の家　六実 六実3の20の12 311－0830 24人

リバーサイド・ヴィラ 根木内149 701－7330 25人
エスケアライフ松戸 馬橋2844 312－1551 18人

わいわい豊
ほう
夢
む
栄
さかえちょう

町 栄町西1の851の4 393－8992 24人
せらび小金原公園 小金原4の38の6 330－4165 29人
サンパティオ 旭町2の271の2 710－4186 29人

看護小規模 
多機能型

かえりえ河原塚 河原塚69の1 312－7231 29人
さんしょう 河原塚411の1 710－0331 29人
セントケア松戸 中根長津町236 331－1801 29人

自宅通い・泊まり

  訪問（介護・看護）
※看護は、看護小規模多機能型サービスの場合のみ

職員

利用者

小規模多機能型・
看護小規模多機能型
サービス事業所

普段、学校や公園でできない遊びを、思いっきり体験しましょう。
日時7月2日㈰10時～15時〔小雨決行〕　※荒天の場合は16日㈰に延期。
会場松戸中央公園（松戸駅下車）　対象幼児から中学生までの子と保護者
持ち物汚れてもよい服装、着替え等　費用無料　※当日の実施情報はアー
トパークプロジェ
クトブログで

聖徳大学生涯
学習研究所☎365
－5691、文化観
光国際課☎366－
7327

アートパーク
プロジェクトブログ

アートで
遊ぼう！ 加藤博康作品展

週刊誌の表紙を飾った作品の他、計10点を展示します。
日時6月20日㈫～8月20日㈰9時～22時　※月曜日を除く（祝日の場合には
開館し、翌日休館）。　会場森のホール21エントランスホール　費用無料

社会教育課美術館準備室☎366－7463

「大道芸人」

サービス内容「通い」「泊まり」「訪問」を組み合わせて提供
利用料毎月定額（要介護度により金額は異なります）

各高齢者いきいき安心センターまたは介護保険課☎366－7370

サービス提供事業所一覧

介護が必要になっても
住み慣れた家・地域で生活できる!

在宅で365日・
24時間の安心!

身近な地域で
なじみの
職員が対応!

1カ月当たりの定額料金!
利用回数が
多くなっても安心

働きながら
資格が取れる!

資格取得費用は
事業所が負担!介護人材育成事業

ラブ&ピース大作戦 〈生への讃歌〉
アートパーク10



要申込松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談
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） 7/11 ㈫   9:00 ～ 11:30

☎361－2138
来所 7/11 ㈫ 13:30 ～ 15:00

思春期相談 7/10 ㈪ 14:00 ～ 17:00
精神保健福祉相談 7/   6 ㈭ 14:00 ～ 16:00
酒害相談 7/20 ㈭ 14:00 ～ 16:30

エイズ検査
即日検査 7/    4㈫・18㈫ 各13:30～14:00

☎361－2139夜間検査 7/18 ㈫ 17:30 ～ 18:30
※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） ㈪～㈮ 9:00～17:00 ☎361－6651来所 原則㈮ 9:00～17:00
障がい者
差別相談

電話（予約不要） ㈪㈫㈭㈮9:00～ 17:00 ☎361－2346
367－7554来所

　生活習慣病の兆候が出始めた人は、特定保健指導「お
腹すっきりコース」を受けて改善に取り組みましょう。
コースの流れ

　特定保健指導
「お腹

な か

すっきりコース」で
  もっと元気、ずっと健康に！要申込

6カ月で
改善！

①初回面接健康診断結果の確認や生活習慣を点検し、実践
できる目標や行動計画を立てます。
②実践計画を実行。食事や運動の体験コースにも参加できます。生活習慣
病のリスクが高い人には、電話や面接等で生活習慣の改善指導も実施して
います。
③6カ月後評価健康状態や生活習慣の改善状況を確認します。
対象松戸市国民健康保険加入者で、利用券（黄色）が届いている人　※服
薬中の人を除く。　費用無料
電話で国民健康保険課健診班☎366－1121へ

●広報まつど　2017年（平成 29年）6月15日

5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

　帯状疱疹は、体の左右どちらかに強い痛みと発疹・水
す い

疱
ほ う

（水ぶくれ）
が生じる病気です。季節の変わり目など体調を崩しやすい時には注意
が必要です。帯状疱疹は水ぼうそうと同じウイルス（水

す い

痘
と う

・帯状疱疹ウ
イルス）が原因となるため、子どものころ水ぼうそうにかかったこと
がある人なら誰でも発症する可能性があります。水ぼうそうが治った
後も、ウイルスは体の神経節（神経の細胞が集まった部分）に残ってい
ます。健康な時には免疫力でウイルスの活動性が抑えられています。
しかし、「過労」「ストレス」「加齢（50歳以上）」「免疫の動きが低下す
る病気や薬剤を使っている」などの状況で免疫力が低下すると、ウイ
ルスが再び活動を開始し、神経に沿って皮膚の表面に進み、痛み・発疹・
水疱が生じます。
　体の左右どちらかにチクチク・ビリビリとした痛みで始まることが多
く、「洋服が触れるだけで痛い」「痛みで眠れない」といった激しい痛
みがほとんどですが、あまり強い痛みがなく「かゆみ」「チクチクする
ような違和感」で気がつく場合もあり、個人差があります。痛みが出
てから数日後に、痛みを感じた部位にブツブツとした赤い湿疹ができ、
その後水疱となります。体のどこにでも起こる可能性がありますが、
胸から背中・腹部などによくみられ、顔や頭部にも現れます。肋

ろ っ

骨
こ つ

の痛
み・坐

ざ

骨
こ つ

神経痛など運動器の病気と区別が難しい場合があり、診断・治
療が遅れることがあります。
　治療は、原因となるウイルスに対しては抗ウイルス薬（飲み薬、塗り
薬）、痛みに対しては消炎鎮痛薬（飲み薬）が使われます。治療が遅くな
ると、症状の重症化や痛みが長期間残ってしまう（帯状疱疹後神経痛）
ことがあります。早い段階で治療を始めることで、痛みや皮膚症状を
軽くすることができます。体の片側に急な原因不明の痛みを感じた時、
同じ部位に赤い発疹が出た時は、我慢せず診療機関に相談しましょう。

帯
た い

状
じょう

疱
ほ う

疹
し ん

の早期発見、早期治療
あなたの健康

松戸市医師会　  http://www.matsudo-med.or.jp/
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松戸地域職業訓練センター講座のお知らせ
講座名 日時

初めてのパソコン&インターネット講座（Windows） 7/10㈪ ～13㈭　 9：30～12：30
Wordを使った文書作成講座 7/10㈪ ～13㈭　13：30～16：30
Word応用講座 7/24㈪ ～27㈭　13：30～16：30

定員各先着10人　費用各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 1人以下の場合は中止。　※その他 PowerPoint講座
等、日商簿記2級受験講座、マンション管理士・管理業務主任者受験講座もあります。
※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

食からはじめる健康セミナー
「野菜を食べて素肌力アップ !」　 要申込　
時間各10時～13時（9時50分か
ら受け付け）　内容講話と調理
実習　対象20歳～50歳代の市
民　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　※子どもの
一時預かりあり（要予約、2歳以上、おやつ代他200円）
 6月15日㈭9時から、電話で各保健福祉センターへ

健康教室（メタボ教室）　要申込 　
7月①12日㈬②19日㈬③26日㈬各14時～15時（13時45分開場）　会場市
立病院4号館地下1階会議室　内容①メタボになったら考えること②検査の
はなし～脂質を中心に～③食生活を見直して脱メタボ　講師同病院①内科
医師②臨床検査技師③管理栄養士　定員各先着20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

健康体操教室　要申込
8月から11月までの第1・3㈬10時～11時　会場馬橋市民センター　対象馬
橋西地区在住で、医師に運動を止められていないおおむね65歳以上の人　
定員50人（抽選）　持ち物飲み物、長めのタオル、運動しやすい服装　費用
無料
 6月30日㈮〔消印有効〕までに、往復はがきに郵便番号・住所・氏名・ふり

がな・電話番号・返信用宛名を記入して、〒271－0043松戸市旭町1の174
馬橋西高齢者いきいき安心センター（☎711－9430）へ

日程 会場 電話番号
7/ 4㈫ 中央保健福祉センター 366－7489
7/ 7㈮ 小金保健福祉センター 346－5601
7/11㈫ 常盤平保健福祉センター 384－1333

健康推進課☎366－7486

ストップ！熱中症
　熱中症とは、環境や体調等の関係で体に熱がこもり、発散できない状態
をいいます。重症の場合は生命にかかわります。

症状 めまい、立ちくらみ、意識がない、言動がおかしい等
応急処置 涼しい場所へ移動し、衣服をゆるめて水分補給　※自分で水分を
飲めない、症状が改善しない、意識や言動がおかしい場合はすぐに119番
通報し、体を冷やしながら救急車の到着を待ちましょう。
予防のために ●飲み物を持ち歩く●休息をとる●栄養をとる●温度に気を
配る●声をかけ合う

　 ★ ★★

★
★
★

★
★

★
★★

★

★

★

市民会館☎368－1237

市民会館
室プラネタリウム

キッズ・デー「たなばた」（1回約20分） 要申込
7月1日㈯・2日㈰各10 時30分、13時30分、14時30分、15時30分から　
内容七夕のお話と楽しい星空案内　定員各回先着80人　費用50 円（中学
生以下無料）

投影開始30分前から、直接同館2階で受け付け

星空観望会　 要申込
7月1日㈯18 時30 分～20時30 分　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　※
未成年は保護者同伴。　費用無料

電話で同館☎368－1237へ

夏の天文教室「親子で作ろう! 天体望遠鏡」　
要申込
7月28日㈮13時30分～15時　内容天体望遠鏡キットを使っての工作教室
対象市内在住の小学生と保護者　定員40 組80人（抽選）　費用無料

7月2日㈰までに、Eメールに件名「親子で作ろう!天体望遠鏡応募」・参
加者の氏名（ふりがな）・学年・連絡先・住所・返信先のメールアドレスを記
載して、同館 mcshiminkaikan@city.matsudo.chiba.jp へ　※当選者
にのみ、7月12日㈬頃に連絡します。上記メールアドレスからのEメールを受
信できるように設定してください。

NAOKO SPACE PLANETARIUM



6月28日㈬に「広報まつど　まつど健康マイレージ特集号」を発行します。　問健康推進課☎366－7486

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

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（祝・休日の場合は開
館し、翌日休館）、くん蒸期間（6/19
～26）、年末年始
常設展観覧料…一般300円、高校・
大学生150円（20人以上は団体料金
あり）。6/15㈭は県民の日を記念し
て、常設展の観覧無料。
※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。

◆ミニ写真展 第2期
7/1㈯～9/30㈯
内容昭和30年～60年頃に市内
で撮影された写真を展示　会場
常設展示室、主題展示室前　観
覧料常設展観覧券が必要
◆学芸員講演会②「富士山へ
の信仰－松戸の富士講から－」
7/23 ㈰ 13:00～15:00
会場講堂　講師同館学芸員・青
木俊也　定員先着80人（申込不
要）　費用無料
◆縄文土器に挑戦 b

バイ

y d
ド ロ ー イ ン グ

rawing
① 7/26㈬② 7/27㈭各13:30
～16:30
会場実習室　講師美術教師　対
象市内在学の美術部の①中学生
②高校生　定員各12人（抽選）
費用無料
7/13㈭〔必着〕までに、往

復はがき（1人1枚）に住所・
氏名（ふりがな）・学年・電話
番号を記入して、①「7/26中
学生・縄文土器」係②「7/27高
校生・縄文土器」係へ
◆博物館を描こう①
7/30㈰ 13:30～16:30
会場実習室　講師美術教師　対
象小学4～ 6年生　定員12人
（抽選）　費用無料
7/20㈭〔必着〕までに、往

復はがき（1人1枚）に住所・
氏名（ふりがな）・学年・電話
番号を記入して、「博物館を描
こう①」係へ
◆こども体験教室「裂き織り
でポケットティッシュケースをつ
くろう」〔全2回〕

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）

〈1日目〉裂き織り8/1㈫または
2㈬ 9:30～10:30、10:30～11:30、
13:30～14:30、14:30～15:30
〈2日目〉ケースづくり8/3㈭
9:30～11:30、13:30～15:30
会場実習室　内容古い布を裂い
て、新しい布に再生する　講師
同館学芸員・友の会サークル「は
たくさの会」　対象 2日間とも出
席できる小学3～6年生　定員
16人（抽選）　費用無料
7/20㈭〔必着〕までに、往

復はがき（1人1枚）に住所・
参加する子どもの氏名（ふりが
な）・学年・電話番号・1日目の
希望日と、2日目の希望時間を
記入して、「ポケットティッシュ
ケース」係へ
◆ミュージアムシアター
・6/30㈮まで（平日）13:15、15:15
（土・日曜）15:15
「椎

しい

津
づ

のカラダミ〈千葉県指定
無形民俗文化財〉」（35分）
・7/1㈯～30㈰（平日）13:15、15:15
（土・日曜、祝日）15:15
「〈森浩一が語る日本の古代 第
10巻〉北と南の地域学」〈76分〉
会場講堂　定員各回先着80人
（申込不要）　費用無料　※6/19
㈪～26㈪の上映はありません
◆午前11時の名画座
・6/30㈮まで 11:00
「都民たちの戦場～東京大空襲
～〈戦後日本の原風景 Vol.1〉」
〈47分〉
・7/1㈯～30㈰ 11:00
「〈アレクサンドロス大王と東西
文明 第2話〉ヘレニズムの風」
〈30分〉
会場講堂　定員各回先着80人
（申込不要）　費用無料　※6/19
㈪～26㈪の上映はありません
◆土日祝のキッズシアター〈ふ
るさと再生 日本の昔ばなし〉
・6/17㈯ 13 :15
アニメ「味噌買い橋」他2話〈約
25分〉
・7/1㈯～30㈰の土・日曜、祝
日 13:15
アニメ「天

てん

狗
ぐ

の隠れみの」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　※6/18

開館時間…9:00～16:30
休館日…月曜（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。

開館時間…10：00～18：00
（初日と最終日は公開時間が変更にな
る場合があります）
休館日…月曜
◆松戸市美術展覧会
6/25㈰ 16：00まで
生涯学習推進課☎367 －

7810

文化ホールギャラリー
☎367－7810

※申し込みのないものは、全て当日会場で。
●はスポーツ推進委員主催

◆①健筋運動②簡単フラダンス

戸定歴史館
☎362－2050

◆自然観察入門講座〈夏編〉
～夏の自然と虫のくらし～
7/2 ㈰ 10:00～15:00
講師東葛しぜん観察会　定員先
着20人　費用無料
◆果樹の病害虫対策
7/6 ㈭ 10:00～11:30
講師千葉大学助教・三輪正幸氏
定員先着70人　費用無料
◆挿し木繁殖に挑戦～いろい
ろな植物の繁殖にチャレンジ～
7/8㈯ 13:30～15:30
講師みどりの相談員・宮本光昭
氏　定員先着24人　費用500円
◆昆虫ウォッチング～夏のチョ
ウを観察しよう～
7/9 ㈰ 10:00～11:30
講師自然解説員・高橋紘

こう

輝
き

氏、
高
たか

保
ほ

純
じゅん

樹
き

氏　定員先着25人　費
用無料
◆いきもの調査隊「セミの成
虫とぬけがら」
7/23㈰ 10:00～11:30
講師自然解説員・加藤裕一氏　
定員先着20人　費用無料

6月・7月の①木曜②金曜（7/21
除く）各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（初心者可）
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
●エスキーテニス、ヘルスバ
レーボール教室
6/17㈯19:00～21:00　会場東
部スポーツパーク　 岩下☎
090－5531－8004
●バドミントン教室
6/21㈬・28㈬各19:00～21:00
会場大橋小学校体育館　持ち物
上履き、飲み物　 斉藤☎080
－5659－4647
●軽スポーツ教室
6/25㈰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
小暮☎090－4012－7686

●グラウンド・ゴルフ教室
6/25㈰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）　 堀☎344－1735
●カローリング教室
①6/25㈰13:00～15:00②③
7/2㈰9:00～12:00　会場①南
部小学校②高木第二小学校③旧
古ケ崎南小学校　対象小学生以
上　 ①平

ひら

出
いで

☎367－5457②
明
みょう

道
どう

☎090－9835－1187③田
中☎364－4332
●インディアカ教室
7/1㈯19:00～21:00　会場大橋
小学校体育館　持ち物上履き、
飲み物　 佐藤☎080－5084
－7077
●スポレク六実六高台グラウ
ンド・ゴルフ大会
7/2㈰9:00～12:00　会場六高
台スポーツ広場　費用100円　
伊藤☎090－8027－8076

●親子体操教室
7/23㈰、8/6㈰各9:30～11:00
会場新松戸西小学校　対象5歳
～小学2年生の子と保護者　 電
話で高田☎090－8496－3396
へ

開館時間…9:30～17:00（入館は
16:30まで）
休館日…月曜（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。6/15㈭は県
民の日を記念して無料

◆PROJECT1867
1867年パリ万博
150周年記念展
～第Ⅰ期 プリン
ス・トクガワと渋
沢栄一～
6/25㈰まで
◆戸定歴史館長ギャラリートーク
6/25㈰ 10:30～11:00
会場同館展示室　内容徳川昭武
が目にしたパリ万博の様子と当
時の国際情勢について、貴重な
写真データや記録を使って解説
不要。直接会場へ

㈰・24㈯・25㈰、7/23㈰の上
映はありません
◆ガイドツアー（総合展示解説）
随時受け付け（常設展観覧券が
必要）

7月
※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。

●常盤平児童福祉館☎387－3320
わくわく広場（わんぱく組）5日㈬　(よちよち組) 6
日㈭　（はいはい組）7日㈮各10時30分～11時30分
あそぼう会毎週火曜16時～16時45分　内容 ダン
スバトル他　対象主に小学生
中高生の広場（TAPS）毎週土曜17時～19時　内容
ブロックス大会他
歌の広場1日㈯15時～15時30分　対象小学生以上
卓球広場8日㈯14時～15時30分　対象小・中学生
あそび広場15日㈯・22日㈯・29日㈯各15時～16
時　内容ゲーム大会他　対象主に小学生
わくわくタイム20日㈭・27日㈭各10時45分～11
時　対象乳幼児と保護者
絵本はじめのいーっぽ14日㈮10時30分～11時　
内容読み聞かせと絵本紹介　対象乳幼児と保護者
出張おやこDE広場毎週火曜9時30分～15時30
分　対象おおむね3歳までの子と保護者
ザリガニつり体験28日㈮9時15分常盤平児童館集
合、14時解散　会場21世紀の森と広場　対象小学

3年生以上（保護者同伴可）　定員先着15人　 6月
21日㈬から、電話で同館へ（10時～17時）
●移動児童館☎387－3320
わくわく広場 小金北市民センター 6日㈭　（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 7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・手遊び等
あそぼう会 古ケ崎市民センター 4日㈫・11日㈫各15
時～17時　柿ノ木台公園体育館 5日㈬・12日㈬各
15時15分～16時45分　小金北市民センター 6日㈭・
13日㈭各15時15分～17時　稔台市民センター 7日
㈮・14日㈮各15時～17時　内容 夏祭り準備（4日
～7日）・夏祭り（11日～14日）　対象小学生
●根木内こども館☎315－2985
親子でパン作り教室1日㈯10時～12時　対象小
学生以上と親　定員先着4組（要予約）
ぞうさんのしっぽ4日㈫11時～11時30分　内容
歌と絵本　対象乳幼児と保護者
おはなしあっぷっぷ7日㈮11時～11時30分　内容
パネルシアター他　対象乳幼児と保護者
ひょうたんの会11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 !12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）

パティシエ教室22日㈯10時～12時　対象小学4
年生以上（要予約）
工作くらぶ22日㈯13時～16時30分　対象小学
生以上　定員先着10人　持ち物Tシャツ（要予約）
シングルマザーの会22日㈯13時～14時30分（要
予約）
絵本はじめのいーっぽ28日㈮11時20分～12時
内容読み聞かせと絵本紹介　対象乳幼児と保護者
●野菊野こども館☎331－1144
おやこDE広場5日㈬11時30分～12時　対象初
めて利用する乳幼児と保護者
のぎっこくらぶ23日㈰10時～12時　内容 枝豆と
り　会場団地内の公園　対象幼児と保護者、小学
生以上
中高生タイム①8日㈯②15日㈯③22日㈯④29日
㈯各17時30分～19時30分　内容 ①④フリータ
イム②のぎくのクッキング③野菊野塾　対象中
学・高校生　定員②先着8人（要予約）
●森のこども館☎331－1144
（21世紀の森と広場内森の工芸館）
①1日㈯②2日㈰③28日㈮④29日㈯⑤30日㈰各
10時～16時　内容 ①②森の中で遊ぼう③④⑤水遊
び・ザリガニつり他　対象乳幼児と保護者、小学生
以上

松戸駅市民ギャラリー
生涯学習推進課☎367－7810

◆6/25㈰午前まで
ホットリボン作品展
能
の

和
わ

☎389－6387
ミラクル作品展
田中☎050－1211－0506

◆6/25㈰16：00～7/6㈭
松戸市美術展覧会受

賞者展
生涯学習推進課☎367－

7810
◆7/7㈮～20㈭

松戸市介護じょし写真展
介護保険課☎366－7370

松戸駅市民ギャラリーの
追加利用を先着順で受け
付けます
対象期間7/21㈮～8/3㈭西
側、9/15㈮～28㈭西側
電話で生涯学習推進課

☎367－7810へ

●広報まつど　2017年（平成29年）6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。

松戸バドミントンクラブ
㈫㈮10時～13時 運動公園体育館

他 経験者の女性 月2,500円 1,000
円 長谷部☎361－5159
東部バドミントンクラブ
㈭10時～13時 東部スポーツパー

ク 60歳までの女性 月1,500円 宮
みや

代
しろ

☎080－5424－6854
健友会（ストレッチ、健康体操）
㈯15時～16時30分 運動公園小体

育室 20歳以上の女性 月2,000円
1,000円 松浦☎361－0743
健康体操ひまわり（ストレッチ、リズム
体操）
㈪（第4を除く）9時20分～10時50

分 小金原体育館 20歳以上の女性
月1,500円 1,000円 斉藤☎341－
0025
体操クラブはつらつ柿の木台（スト
レッチ体操）
㈭13時～15時 柿ノ木台体育館

60歳以上の人 先着5人 月1,000円
1,000円（別途保険代1,000円） 菅

すが

野
の

☎080－1037－0883
ピンクダイヤモンズ（フラッグバトン）
㈯17時から 和名ケ谷スポーツセン

ター他 4歳～小学生 先着20人 月
6,000円 渡

わた

部
べ

info@pink-diamonds.jp
さわやかレディースクラブ（ソフトテニス）
㈪14時～17時、㈫13時～17時 金

ケ作公園 60歳までの人 月1,500円
500円 後藤☎384－5355

松戸俳句会
第2㈰13時～16時 市民会館 月

500円 脇
わき

坂
さか

☎342－1833
ヨガ忘れな草の会
㈪10時～12時 明市民センター他
月3,500円 1,000円 川辺☎362－

0372
松戸太極拳倶楽部（陳

ちん

式
しき

）
㈯14時～17時 勤労会館 先着

5人 月3,500円 3,000円 菊岡☎
342－3491
（楊

よう

名
めい

時
じ

）健康太極拳ふれあいサークル
㈫9時～11時 五香市民センター

先着5人 月2,000円 秋山☎384－
2075（18時まで）
小金原ビクトリー（軟式少年野球）
㈯13～17時、㈰㈷9時～17時 栗ケ

沢小学校他 小学生 月1,000円（小学
4年生以上） 1,000円（全学年） 小野
塚☎090－1550－8045
松戸七宝焼サークル
㈮9時～13時 矢切公民館 月500

円 2,000円 藤本☎391－1917（昼
間のみ）

◆伝統文化こども生け花教室（伝統文
化親子教室事業）
①6/17㈯、7/8㈯、8/5㈯・26㈯②

6/24㈯、7/22㈯各14時～15時 ①八
柱②稔台各市民センター 幼児～高校生
各2,000円 華道育成会・藤

ふじ

平
ひら

☎090
－2909－6159
◆稔台フレンド寄席
①6/17㈯②7/15㈯各19時から オ

オイ文化センター（新京成みのり台駅下
車）出演①林

はやし

家
や

喜
き

之
の

輔
すけ

②瀧
たき

川
がわ

鯉
こい

佐
さ

久
く

各
200円 同クラブ・小林☎367－6579
◆民謡・舞踊の集い
6/18㈰10時～16時 小金原市民セ

ンター 川椿連合宮本会・川崎☎342－
0256
●少年サッカー無料体験
6/18～ 8/6の㈰13時～15時 六

実小学校 5歳～小学6年生 当日会場
で 六実サッカークラブ・小

こ

巻
まき

☎080－
6180－7502
●こ～る・ありえっとサロンコンサート
6/18㈰14時～16時 森のホール21
先着240人 電話で同クラブ・松田

☎344－6413（昼間のみ）へ
●健康体操講習会
6/20㈫・27㈫、7/4㈫各9時30分～

10時50分 和名ケ谷スポーツセンター
60歳以上の女性 各500円 電話で

健康体操コスモス・樋
ひ

口
ぐち

☎363－4847へ
●ひらがなからのペン習字講習会
6/21㈬9時30分～11時30分 市民

劇場 ボールペン 1,000円 6/20㈫
までに、電話で松戸いずみペン習字サー
クル・押

おし

切
きり

☎368－8317へ
●健康体操体験会
6/21㈬・28㈬、7/5㈬各11時～12時

30分 小金原体育館 60歳以上 先着
5人 電話で健康体操なのはな会・塩

しお

田
だ

☎344－3564へ
●なぎなた1日教室
6/25㈰10時～12時 運動公園武道館
小学生以上 先着20人 電話で松戸
市なぎなた連盟・栗山☎346－5095へ
◆子育てセミナー「子供の反乱をどうす
るの?」
6/25㈰10時30分～12時 新松戸市

民センター 200円 家庭倫理の会松戸
市・伊藤☎090－4247－2491
◆熟年男子健康料理を楽しむ会〔全8回〕
6/26～8/28の㈪（第2を除く）10時～

13時 小金原市民センター 管理栄養士
先着10人 12,000円 電話で人材パ

ワーアップセンター・上田☎080－5408
－1382へ

◆千葉県能率総合研究所「企業活性化相談」
6/28㈬、7/26㈬各14時～18時 勤

労会館 市内中小企業の経営者 電話で
同相談事務局（㈱ティーシーイーエム内）
☎047－481－8531へ
◆さわらびドリーム保育園子育てセミナー
「ハッピー・チャイルド・ケア・①フライデー
②レッツ・サタデー」～おとうさんといっ
しょ～
①6/30㈮19時～20時30分②7/8㈯

10時～11時30分 同園 ①夕食を食べ
て遊ぶ②体を動かして遊ぶ 父親と①1
歳～就学前の子②就学前の子 先着①10
組②30組 6/26㈪までに、直接または
電話で同園☎703－3838へ
◆七夕まつり「ほくと&あるば」
7/1㈯10時～15時 ほくとビル（松

戸駅下車） 先着150人 当日会場で
NPOありのま・榎本☎703－1236
◆弁護士・税理士・司法書士による合
同無料相談会
7/1㈯13時30分～16時30分 松戸

商工会議所 先着24人 6/19㈪から、
電話で千葉司法書士会事務局☎043－
246－2666へ（㈪～㈯10時～17時）
◆狭山事件現地学習会（石川一雄氏の話他）
7/2㈰8時松戸駅みどりの窓口前集合
先着25人 1,960円（資料代・交通

費） 電話で狭山事件にとりくむ東葛住民
の会・神

かん

林
ばやし

☎343－3803へ
●初心者マジック教室〔全 3回〕
7/2㈰・9㈰・16㈰各13時～16時

市民会館 2,500円 電話で松戸奇術
会・岩田☎388－2783へ
●菊作り講習会（だるま菊）
7/2㈰13時30分～16時 プレイハ

ウス榎本（八ケ崎） 千
せん

松
しょう

菊
きく

花
か

会
かい

・菊地☎
365－7206
●松戸シニアアンサンブル“アモーレ”
10周年記念定期演奏会（世界の名曲）
7/2㈰13時30分～16時 森のホール

21 同楽団・若
わか

園
ぞの

☎342－6523
◆親子で七夕飾り作り&モンテッソー
リ教具に触れてみよう
7/3㈪10時30分～11時30分 金ケ

作自治会館 先着15人 500円 電
話でままぷりも・中村☎080－3646－
9412へ
●初心者見学会（人物等のスケッチ）
7/4㈫・11㈫各12時～15時 小金市

民センター 絵の道具 電話でパステル
会・秋元☎360－7006へ

当事者から学ぶ認知症講座「認知
症は改善出来る」
7/4㈫13時30分～15時30分 六実

市民センター 先着20人 500円 電話

で介護・認知症の家族と歩む会松戸・北
川☎090－5509－5398へ
●認知症とは～明日は我が身とならな
い為に !～
7/5㈬9時30分～11時30分 勤労会

館 先着20人 電話でまつど塾・井上
☎080－9555－9677へ
●ウィンナーワルツ・パソドブレ講習会
〔全3回〕
7/6㈭・13㈭・20㈭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 4,000円
電話でクルミダンス・大場☎080－

1579－4358（昼間のみ）へ
◆ゆかたの着付け1dayレッスン
7/7㈮ 10時～12時 東部スポーツ

パーク 1,000円 電話で和装サークル・
中林☎090－8519－2456へ

松
まつ

年
ねん

クラブ（ソフトテニス）
㈰㈷ 7時～9時、㈪9時～11時

栗ケ沢公園 50歳～80歳代の人 月
1,300円 1,000円（ビジターは1日
200円） 鷺

さぎ

☎713－2953
おはなしおもちゃばこ（絵本・紙芝居
の読み語り等）
第1㈫10時～12時 子ども読書推

進センター他 年1,000円 永尾☎080
－5538－5166（昼間のみ）
まつ里会〔文学講座（伊勢物語）〕
第3㈬10時～12時 市民会館 月

1,200円 藤田☎362－2328
日中水墨画研究会
第2・4㈬10時～12時 小金原市民

センター 月5,000円 3,000円 竹
内☎341－1595
松戸健康運動
㈫11時15分～12時 21世紀の森

と広場 月500円 東
ひがし

島
じま

☎090－9978
－9696
緑
りょく

樹
じゅ

会
かい

（絵画制作）
月3回㈬18時～20時30分 市民

会館 月4,000円 小
こ

辻
つじ

☎090－9978
－8500
翔
しょう

龍
りゅう

会
かい

（詩吟）
月4回㈯10時～12時 小金市民セ

ンター 初心者 吉富☎090－4413－
3523
万
まん

作
さく

三味線の会
第1・3㈫17時～19時 市民会館
月1,000円 1,000円 菊池☎090

－3682－1077
月曜ヨガサークル
月3回㈪10時～12時 勤労会館

月4,000円 津田☎090－9341－8279
松戸あひる会（絵画制作）
㈫18時30分～20時30分 市民会館
絵画制作に必要な物 月3,000円

1,000円 栗山☎090－7705－9448
悠
ゆう

悠
ゆう

太極拳同好会
第1・3㈪10時～12時 松戸新田

第一町会集会所 月1,800円 1,000円
足立☎368－5334

東部書の会（書道）
月2回㈪17時～19時 東部市民セ

ンター 月2,300円 3,000円 藤原
☎392－1878
M.M.C友の会（健康麻雀）
㈫㈮9時30分～16時30分 八柱

ビル（JR新八柱駅下車） 1日1,000
円 小田☎090－5541－4297
ゆったり体操倶楽部
㈮11時～12時30分 運動公園小体

育室 月2,000円 1,000円 熊
くま

谷
がい

☎
392－8510

◆松戸国際高等学校文化祭「松
しょう

耀
よう

祭
さい

」
PTAバザー
7/8㈯10時～13時 同校 同校・羽

は

鳥
とり

☎386－0563
◆講演会「メディアにむしばまれる子どもたち」
7/9㈰9時45分～11時30分 森の

ホール21 医師・田澤雄作氏 ①親子1
組1,500円②大人1,000円③中高生800
円（①②の当日券は300円増） 電話で
子育ての杜

もり

☎386－0960へ
●混声合唱団リンリーズ定期演奏会
7/17㈷14時～16時 森のホール21
当日券1,000円　※先着50組100人を

無料招待 6/30㈮ [必着]までに、82円
切手を貼った返信用封筒を入れて〒270－
2253松戸市日暮2の3の15の302　混
声合唱団リンリーズ・浅

あさ

井
い

由美子（☎090
－1111－5825）へ

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
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用 …入会金　※記載のないものは無料　 …申込方法、申込先　 …問い合わせ先

、 マークは市民活動助成事業です）

　各市の公園や博物館等に、ある「文字」を持った
チーバくんが隠れています。
　チーバくんを探し出し、キーワードを完成させる
と、抽選で豪華賞品が当たります。
期間8月31日㈭まで　賞品A賞（6種類）チーバく
ん特製クオカード5,000円分（20人）B賞（4種類
以上）各市の特産品（30人）C賞（2種類以上）チーバくんグッズ詰め合わせ
（40人）　応募方法9月15日㈮〔当日消印〕までに、パンフレット付属の応募
はがきで千葉県東葛飾地域振興事務所（☎361－2111）へ　
※詳細は、県ホームページからダウンロードまたは6市の観
光担当課等で配布するパンフレットをご覧ください。
文化観光国際課☎366－7327

東葛飾地域6市で開催 !東葛飾地域6市で開催 !
松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市

チーバくんをさがせ!! inとうかつ

それぞれの市の
キーワードを手に入れろ!

県ホームページ

千葉県PRマスコット
キャラクター　チーバくん
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幸せアルバム

Matsudo City International Portal

　

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

平成28年10月生
家族みんなの癒やしの杏
南☆いつも笑顔をありが
とう！これからもスクス
ク育ちますように♪

平成28年4月生
今日から保育園！自転車
に乗ってうきうき、わくわ
くと朝からごきげんです。
これからが楽しみだね！

平成29年1月生
得意なポーズはアタッ
クチャーーンス！ 松戸
神社と、戸定邸がお気に
入りスポットだよ！

大きく育て友好の木
　5月12日、松戸市はオーストラリアのホワ
イトホース市と姉妹都市提携４６周年を迎え
ました。毎年この記念日を祝い、「グリーン・
ツリー・デー」という記念イベントが開催さ
れます。両市において同時刻に記念植樹をし
た後、両市の代表と児童がテレビ電話で会談
を行います。
　今年は北部小学校で、本郷谷市長と深山議
長、そして児童2人がブラシノキを植樹しま
した。ホワイトホース市では、有名なボック
スヒル・タウンホールの庭に、ケヤキの木が
植えられました。その後のテレビ電話会談で
は、6年生6人が、ホワイトホース市議会のス
テネット議員と在メルボルン日本総領事館の

松永総領事に対して、ホワイトホース市に関
する質問を英語で聞く機会がありました。た
くさんの同級生と来賓が見守る中、それぞれ
の児童は落ちつき、自信をもって質問してい
ました。
　「グリーン・ツリー・デー」は、姉妹都市友
好を再確認する前向きなイベントとなりまし
た！ホワイトホース市についてもっと学びた
い場合は、International Portalのホームペー
ジをご覧ください。

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!

Planting the seed of friendship
On the 12th of May we celebrated 46 years of friendship with our 
Australian sister city, the City of Whitehorse. The anniversary is 
commemorated every year with ‘Green Tree Day’ ‒ a tree planting 
event held simultaneously in both cities, followed by a video 
conference between city officials and local students.
This year, a Bottlebrush tree was planted at Hokubu Elementary 
School by Mayor Hongoya, Assembly Chairman Miyama and two 
Hokubu students. In Whitehorse, a Keyaki tree was planted alongside 
the iconic Box Hill Town Hall. The subsequent video conference gave 
six lucky Grade 6ers the chance to ask Cr. Stennett of the Whitehorse 
City Council and Consular General Matsunaga of the Japanese 
Consulate in Melbourne a question about Whitehorse in English. 
Despite having to ask their questions in front of their peers and other 
visitors, the students’ were confident and composed.
What a positive way to reaffirm the sister city friendship! If you would 
like to learn more about the City of Whitehorse, please visit the 
International Portal website.

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

本郷谷市長、テレビ電話会談中

大きさと精巧さで圧倒！

　代々大工の家系に生まれ、自身も18歳から81歳まで大工として勤め上げ
た田代さん。「引退したら自分の好きなものを作ってみたい」と、三重塔を作
り始めたそうです。
　1,300年以上経

た

ってもなお現存する法隆寺五
重塔の構造に興味があり、それを再現してみよ
うと、寺院建築用の解説書や古書店で入手した
五重塔の図面を読み、建築手順を考案すると
ころからスタートしました。作業音が近所迷
惑となってしまうため機械は一切使わず、全て
が手作り。五重塔を建てるには大きな足場を組
む必要があるので三重塔にしたとのことです
が、それでも3メートルにも及ぶその大きさに
圧倒されます。
　たくさんの小さな部品を精密に組み上げた
結果、1つの段だけでも相当な重さ。3段目を積み上げるときは、あまりの重
さに近所の皆さんの手を借りたそうです。高さもあって重いとなれば、雨や
風に耐えられるかどうか気になりますが、法隆寺五重塔の構造にならってい
るため、びくともしない強度があります。
　細かい作業だけではなく力作業もこなす田代さんは、今でも扉などの修
理を頼まれ、地域のごみ収集庫を手作りするなど、近所の皆さんや家族から
頼られる存在。道路の側溝清掃も率先して行うそうです。86歳になっても
精力的に活動できるのは、「よく食べ、よく働き、よく眠るから」とのこと。
「眠る前に『明日は何をしようか』と考えることも元気の秘

ひ
訣
けつ
です」と笑顔で

話してくれました。細部にまでこだわり抜いた制作も4年目。完成に向けて、
今日も腕をふるいます。

場所本町7の3（松戸駅西口徒歩3分）　営業時間
10時～18時（定休日：月曜・年末年始）
（一社）松戸市観光協会☎703－1100
●記念式典（テープカット）
日時7月1日㈯11時～11時30分　場所松戸駅西口デッキ
●観光案内所の愛称を募集します
観光案内所が市民をはじめ多くの皆さんに親しまれるよう、愛
称を募集します。 コンセプト松戸市をイメージさせる親しみ
やすい名称　※未発表のものに限る。　募集期間7月1日㈯～8
日㈯　発表9月上旬、観光協会ホームページ等で掲載、表彰を
行う予定　応募方法応募用紙を観光案内所に直接提出　応募用紙配布場所
記念式典会場（7/1のみ）、観光案内所　※詳細は観光協会ホームページで。

　　　採用者には全国百貨店共通商品券3万円分を進呈！さらに応募者の
中から抽選で、観光協会会員企業の物産品が当たるWチャンス！
※抽選の当選者発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

●観光写真展を開催
　愛称募集期間中、観光案内所2階で観光写真展を開催
します。ぜひお立ち寄りください。

八ケ崎在住 田代 武さん
た 　しろ　　 たけし

ら
く
と
ち
ゃ
ん 畑婚!

自然の恵みを味わいながらパートナーを探してみませんか?　
日程8月6日㈰9時30分市役所駐車場入り口集合、15時解散　場所市内の
畑　内容畑でブルーベリー収穫後、ジャム作りや料理をして、フリートークを
しながらのお食事会　対象20歳～35歳の独身で、農作物に興味がある人　定
員男女各先着13人　費用男性2,000円、女性1,000円

7月3日㈪までに、FAXまたはEメールで件名「畑婚第2回収穫体験ツアー」、
本文に氏名・年齢（生年月日）・住所・電話番号・職業・簡単なプロフィール
（趣味等）を記入して、NPOクリエイティブまつど工房 713－0530、
eno55@ebony.plala.or.jp（☎090－8946－9554）へ

第2回
収穫体験ツアー

手作りの三重塔

山や
ま

﨑ざ
き

杏あ
ん

南な

ち
ゃ
ん

松戸市観光協会の
観光案内所

村
上
遥は

る

大と

ち
ゃ
ん

７月１日㈯松戸駅西口にオープン！

観光協会
ホームページ

先着500人に
記念品あり！

市民劇場

松戸駅

千葉銀行

西口

新京成線

JR常磐線

コンビニ 観光案内所

要申込

愛称を
募集！

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

2017.6.15
（平成29年）

賞品

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。


