
11月30日㈭は固定資産税・都市計画税（償却資産を含む）第3期の納期限です。　 収納課☎366－7325

安全・安心な子どもの居場所

　児童館やこども館がない地域に出
向いて、主に小学生を対象としたゲー
ムや工作などを行っています。

10面に12月の児童福祉館・こども館の催し物を
掲載しています

※「根木内こども館」は（社福）晴
は る

香
か

に、「野菊野こども館」「森のこども館」はNPO松戸子育てさぽーとハーモニーに、市がそれぞれ運営を委託しています。

松戸市子育て
応援マスコット
「まつドリ」

移動児童館
常盤平児童福祉館☎387－3320

　児童館やこども館は、高校生までの子どもたちが体を動かしたり、本を読んだり、勉強
したり、自由にのびのびと過ごせる場所です。遊びのイベントも盛りだくさん。乳幼児と
その保護者も利用でき、さまざまな世代との交流も楽しめます。一度来てみませんか。
子どもわかもの課 ☎366－7464

児童館・こども館に行こう！

開館日時第1土曜（1月は休館）10
時～16時
利用者の声 「芋掘りなど普段経験
できないことができて楽しい」「木
の実などの材料がたくさんあるの
で、いろいろなものが作れます」

開館日時火～日曜9時30分～17時（出
張おやこDE広場は火曜9時30分～15
時30分）
休館日月曜、年末年始

利用者の声 「親子で利用しています」
「楽しい企画があって、いろいろなおも
ちゃもあり、ゆっくりと過ごせます」

中高生の広場「T
タ ッ プ ス
APS

（Tokiwadaira Active Person Station）」
　料理や物作りなども楽しめます。
勉強したい人は図書室をご利用くだ
さい。
時間土曜17時～19時

開館日時火～日曜10時～12時、13
～17時（おやこDE広場は月～金曜）
※カフェ「赤い花白い花」の利用は、
火～金曜は15時30分からよい子の
放送まで。土・日曜と長期休み期
間は14時からよい子の放送まで。
休館日月曜、年末年始
利用者の声 「ワンフロアなので
子どもに目が届くから安心」「 カ
フェの親子ランチもおいしいです」
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森の工芸館

開館日時火・木・日曜13時～18時、
水・金曜10時～18時、土曜10時～20時
休館日月曜、第1土曜、年末年始

利用者の声 「ボードゲーム
や卓球など自由に遊べます」
「イベントも多いので楽しい
です」

中高生タイム
　自分のやりたいことができ
る場です。料理を作る「野菊
野食堂」や、学習の場となる
「野菊野塾」も行っています。
時間火～金曜17時～18時、
土曜17時～20時

常盤平児童福祉館

根木内こども館

野菊野こども館

森のこども館

　平日の放課
後は小学生で

いっぱい。土曜
は中高生が集

まります。

　地域や世代間
交流を大切に

しています。お
やこDE広場

も併設されてい
ます。

　おしゃれなカ
フェに、小学

生以上が遊べる
スペースが

あります。おや
こDE広場も

併設され、一時
預かりも行っ

ています。

　木の実などを
使った工作や

自然の中で体を
動かす遊びな

ど、自然と触れ
合う体験がで

きます。

今年で50周年！

野菊野6　野菊野団地6号館2階
☎331－1144

根木内145 　児童養護施設晴
はる

香
か

園
えん

内
☎315－2985

21世紀の森と広場内森の工芸館
☎331－1144（野菊野こども館）

毎月第1土曜開催 ！
（野菊野こども館が出張）

 常盤平西窪町12 ☎387－3320
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10月は防災行政無線で2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。

585億4,502万円
237億3,288万円
145億9,605万円
2億1,804万円
9,100万円

342億6,961万円
51億2,791万円

1,365億8,051万円

559億3,061万円
214億6,817万円
132億3,916万円
1億9,814万円
7,353万円

316億　777万円
49億6,646万円

1,274億8,384万円

577億5,412万円
225億9,612万円
134億5,879万円
2億　961万円
2億1,317万円

336億2,478万円
50億4,636万円

1,329億　295万円合計

国民健康保険特別会計
松戸競輪特別会計
下水道事業特別会計

公設地方卸売市場事業特別会計
駐車場事業特別会計
介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

会計名 予算現額 収入済額 支出済額

市民税
固定資産税
都市計画税
その他
合計

区分 1世帯当たり
15万4,560円
10万3,521円
1万7,765円
1万8,614円
29万4,460円

1人当たり
7万2,714円
4万8,702円
8,357円
8,757円

13万8,530円

　平成28年度の決算額は、歳入1,590億6,419万830円、歳出1,530億1,983万8,218円で、前年度と比較すると、歳入は3.88%、歳出は5.30%の増加となっています。

一般会計

特別会計 企業会計
　特別会計とは、国民健康保険などの特別な事業を行う場合や松戸競輪など特定
の収入で事業を行う場合に、一般会計と区別するために設置した会計です。

　各指標とも国の定める基準を下回る結果となりました。

　各企業とも健全な公営企業の経営に努めています。

平成28年度に行った主な事業（金額は予算執行額）

住民負担状況

財政事情の公表松戸市の家計簿
平成28年度決算概要

①市税＝市民税・固定資産税・市たばこ税・都市計画税など
②利子割交付金＝県税として徴収した租税から交付されたもの
③地方消費税交付金＝消費税のうち、地方消費税として県が精算後交付したもの
④地方特例交付金＝減税に伴う税金の減収の一部を補てんするため、国から交付さ
　れたもの
⑤地方交付税＝市が標準的な仕事をしていく上で、必要な経費を算出し国から交付さ
　れたもの
⑥分担金および負担金＝法律や条例に基づき、利益を受ける者にその費用の一部を
　負担してもらうもの
⑦使用料および手数料＝市の財産を使用した人や、特定のサービスを受けた人から
　の対価
⑧国庫支出金＝国が交付する負担金・補助金・委託金
⑨県支出金＝県が交付する負担金・補助金・委託金
⑩繰越金＝前年度から繰り越したお金
⑪諸収入＝税の延滞金、雑入など
⑫市債＝市が国や金融機関などから長期に借りたお金
⑬その他＝地方譲与税、財産収入など

①市税
682億6,577万円
（42.9%） ②民生費

731億5,137万円
（47.8％）④商工費

6億6,248万円（0.4%）
③衛生費
147億4,222万円(9.6％)

⑨その他
12億217万円（0.8％） ①総務費

135億4,556万円
（8.9％）

②利子割交付金
7,276万円（0.1%）③地方消費税交付金70億2,535万円（4.4%）

④地方特例交付金3億2,020万円（0.2%）
⑤地方交付税64億3,202万円（4.0%）

⑥分担金および負担金
19億3,764万円（1.2%）

⑦使用料および手数料
31億2,572万円（2.0%）

⑧国庫支出金
303億7,178万円（19.1%）

⑨県支出金
85億2,935万円（5.4%）

⑩繰越金
78億968万円（4.9%）

⑪諸収入
46億6,480万円（2.9%）

⑫市債
161億4,160万円（10.2%）

⑬その他　
43億6,752万円（2.7%）

1,590億6,419万円

⑤土木費
197億4,371万円（12.9%）

⑦教育費
149億4,912万円（9.8%）
⑥消防費
59億4,649万円（3.9%）

⑧公債費
90億7,672万円（5.9%）

歳入 歳出 1,530億1,984万円

歳
入
の
説
明

①総務費＝市役所の事務管理や広報まつどの発行などに使った費用
②民生費＝保育所の運営・特別養護老人ホームの建設といった児童や高齢者、障が
　い者などへの福祉サービスに使った費用
③衛生費＝ごみ対策や保健衛生の充実などに使った費用
④商工費＝商店街の活性化や、観光イベントへの支援など、地域経済の振興に使っ
　た費用
⑤土木費＝道路・河川・公園など都市基盤の整備に使った費用
⑥消防費＝消防や防災対策などに使った費用
⑦教育費＝小・中学校の運営・校舎の改修といった教育や、図書館・博物館の運営
　といった文化・スポーツの振興に使った費用
⑧公債費＝市債の返済に充てた費用
⑨その他＝議会費、労働費、農林水産業費、災害復旧費、諸支出金

歳
出
の
説
明

総務費
●市民交流会館の整備に…9億221万円
●まちづくり用地活用に…5億2,466万円
●防犯灯の整備に…2億6,734万円　など
民生費
●保育所の運営に…20億2,885万円
●地域型保育運営に…10億8,858万円
●市民センターのバリアフリー化推進に
　…3億1,539万円　など

衛生費
●各種予防接種に…11億5,900万円
●成人と高齢者の健康のために…9億1,048万円
●妊婦の健康診査に…3億2,268万円　など
商工費
●中小企業への融資支援に…9,599万円
●企業誘致に…3,078万円
●松戸花火大会負担金に…2,636万円　など

土木費
●戸定が丘歴史公園の拡充整備に…26億3,847万円
●（仮称）春雨橋親水広場の整備に…18億8,193万円
●矢切駅前広場の整備に…12億3,130万円　など
教育費
●小中学校校舎の冷房化に…30億6,277万円
●小中学校の施設維持管理に…13億3,142万円
●特色ある学校づくりの推進に…1億4,709万円　など

●健全化判断比率
指標名 算定結果 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 －% 11.25% 20.00%
連結実質赤字比率 －% 16.25% 30.00%
実質公債費比率 0.9% 25.0% 35.0%
将来負担比率 －% 350.0%

●資金不足比率
特別会計・企業会計の名称 算定結果 経営健全化基準
公設地方卸売市場事業 －%

20.0%下水道事業 －%
水道事業 －%
病院事業 －%

健全化判断比率等

区分会計名 予算現額 決算額

水道事業
会計

収益的収入 ＊1 16億7,254万円
16億5,377万円

2,435万円
5億1,982万円

205億4,234万円
205億4,234万円
91億5,446万円
96億7,609万円

16億9,161万円
15億8,304万円

2,423万円
4億7,876万円

197億2,840万円
201億8,851万円
91億6,014万円
95億7,744万円

収益的支出 ＊1
資本的収入 ＊2
資本的支出 ＊2

病院事業
会計

収益的収入 ＊1
収益的支出 ＊1
資本的収入 ＊2
資本的支出 ＊2

＊1 収益的収支＝事業活動に伴い生じる収入と支出
＊2 資本的収支＝建物や機械などの資産の購入・売却による収入と支出　
※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。　

　ごみの収集や福祉など、市民の皆さんからの要望はさ
まざまな分野にわたっています。それに応えるためには
多くの経費が必要であり、皆さんに負担していただく税
金をはじめ、国からの補助金や市債で賄われています。

市内の水道は、県営
のものと市営のもの
があります。これは
市営のものです。

市立病院と福祉医療
センター東松戸病院
を合わせた収支です。

※実質赤字比率、連結実質赤字比率および資金不足比率は、各会計とも黒字であり、算定の基礎である赤字額および資金不足額が
生じないため、「－%」で表示しています。将来負担比率は算定されないため、「－％」で表示しています。

※平成29年3月31日現在の人口・世帯数で算出。

●広報まつど　2017年（平成29年）11月15日
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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

　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。

●一般会計　=1,099億7,421万円
●特別会計　=  542億7,594万円
●企業会計　=   139億　838万円
●一時借入金=なし

地方債の現在高  
（平成29年9月30日現在　1,781億5,853万円）

市有財産の現在高 （平成29年9月30日現在）

 市では、皆さんに負担していただいた税金や、国・県からの支出金、市債など（歳入）がどのように使われたか（歳出）を知っていただくため、皆さんに市の家
計簿ともいうべき財政事情を定期的に公表しています。市の財政事情をご理解いただき、市政へのご協力をお願いします。
※詳細は市ホームページをご覧ください。
問財政課☎366－7076

平成29年度予算執行状況 平成29年度上半期（4月1日～9月30日）の予算執行状況について公表します

　　

●基金（財政調整基金他28基金）…338億508万円
●有価証券および出資による権利…22億3,525万円
●土地および建物…土地3,233,536.82㎡、建物877,434.76㎡
●車両…総台数412台（乗用車26台、貨物車39台、消防車73台、救急車14台、軽自動車185台、その他75台）

12月定例市議会開催予定
　平成29年松戸市議会12月定例会は、12月 5
日㈫から21日㈭に開催される予定です。請願・陳
情は、11月24日㈮12時までに提出してください。
市議会事務局議事調査課☎366－7382

日程 会議予定 主な内容
12/ 5㈫ 招集日・本会議 議案の提案理由説明

6㈬

本会議 一般質問7㈭
8㈮
11㈪
12㈫ 一般質問・議案質疑
14㈭ 総務財務常任委員会

議案等の審査15㈮ 健康福祉常任委員会
18㈪ 教育環境常任委員会
19㈫ 建設経済常任委員会
21㈭ 本会議 議案等の採決

開催予定（開議予定時刻午前10時）

電話で東松戸病院総務課☎391－5500へ 採用情報

※詳細は、
市ホームページを
ご覧ください。

●一般会計・歳入
科目 予算現額 収入済額

金額 構成比
市税 675億円　　　　 379億2,555万円 56.2%

地方交付税 64億6,056万円 45億7,542万円 70.8%
国庫支出金 289億2,724万円 123億8,010万円 42.8%
市債 115億8,170万円 0円 0.0%

県支出金など 324億4,619万円 152億　284万円 46.9%
合計 1,469億1,569万円 700億8,391万円 47.7%
繰越分 35億8,050万円 14億　247万円 39.2%

●一般会計・歳出
科目 予算現額 支出済額

金額 構成比
総務費 102億7,891万円 39億7,380万円 38.7%
民生費 739億5,905万円 335億4,374万円 45.4%
衛生費 165億7,763万円 69億8,897万円 42.2%
土木費 149億5,595万円 52億1,038万円 34.8%
教育費 130億　372万円 48億4,148万円 37.2%
公債費 96億3,933万円 41億　543万円 42.6%
消防費など 85億　110万円 36億　262万円 42.4%
合計 1,469億1,569万円 622億6,642万円 42.4%
繰越分 35億8,050万円 21億　462万円 58.8%

職種 看護師 看護補助者 介護福祉士
必要資格 看護師免許 不問（ホームヘルパー2級相当有資格者を優遇） 介護福祉士免許

勤務場所
および時間
（応相談）

東松戸病院（三交替）
　●日勤   8:30 ～ 16:30 
　●準夜 16:30 ～   1:00
　●深夜   0:30 ～   9:00

東松戸病院
　①   7:00 ～ 15:30　　④ 14:00 ～ 22:00
　②   8:30 ～ 16:30　　⑤ 16:00 ～ 24:00
　③ 10:30 ～ 19:00

介護老人保健施設梨香苑（二交替）
　●日勤   8:30 ～ 16:30
　●夜勤 16:30 ～  9:00

介護老人保健施設梨香苑（二交替）
　●日勤   8:30 ～ 16:30 
　●夜勤 16:30 ～  9:00

介護老人保健施設梨香苑
　①   7:00 ～ 15:30
　②  8:30 ～ 16:30
　③ 10:30 ～ 19:00

勤務日 応相談 週 5日（シフト制） 週 5日（シフト制）

時給
1,650 円～2,080 円
※別途、夜勤手当支給あり（準夜 1回につき 4,500 円、
深夜 1回につき 5,000 円、夜勤 1回につき 9,500 円）。

1,100 円
（ホームヘルパー2級相当有資格者は1,300円）

1,300 円～1,580 円
※別途、夜勤手当支給あり（夜勤 1回につ
き 9,500 円）。

勤務内容 看護業務 ベッドメイク等の看護補助業務 入浴介助等の介護業務

※（　　）内は、繰越分です。　※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
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 16億3,865万円 7億3,695万円 45.0%
収益的支出 16億1,040万円 4億5,997万円 28.6%
資本的収入 1億9,828万円 271万円 1.4%
資本的支出 6億7,660万円 1億3,882万円 20.5%

病院事業会計

収益的収入 210億7,707万円 69億5,670万円 33.0%
収益的支出 210億7,707万円 80億　　25万円 38.0%
資本的収入 181億2,621万円 14億4,703万円 8.0%
資本的支出 186億1,991万円 70億　592万円 37.6%

（1,414万円） （0円） (0.0%)

 まつど合同企業説明会 参加企業募集 要申込　1月27日㈯　
　地元での就職を考えている求職者に直接企業の
魅力を発信しませんか。説明会の参加対象者は、
15歳からおおむね45歳までの求職者です。
　多くの求職者とざっくばらんに話し合うことによ
り、採用の効率化と雇用のミスマッチの解消を図り
ます。
会場松戸商工会議所　対象企業市内の企業　
募集企業予定数先着39社　費用無料
12月8日㈮までに、電話で商工振興課労政担当
☎711－6377へ

 採用担当者向け採用支援セミナー 要申込　1月12日㈮14時～17時
会場勤労会館　内容人材採用マーケットの最新分析＆コスト0

ゼロ

で取り組める採用力向上セミナー
定員先着30人　費用無料
電話で商工振興課労政担当☎711－6377へ

説明会当日のスケジュール
時間 主な内容

13:00～

参加企業対象のオリエンテーション
●説明会の内容説明および諸連絡
●参加求職者についての説明
●参加企業ごとの自己紹介、情報交換
●企業ブースへの自社ポスターやパン
　フレットの設置等

13:30～
まつど合同企業説明会
●参加求職者が順次、企業ブースを訪問
　（担当スタッフが求職者をサポートし
　ます）

16:30～
17:00 アンケート記載

東松戸病院・介護老人保健施設梨香苑の臨時職員を募集
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※（　　）内は、繰越分です。

●特別会計
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 586億8,512万円 249億7,332万円 42.6% 244億7,100万円 41.7%
松戸競輪特別会計 174億2,179万円 29億5,557万円 17.0% 60億6,886万円 34.8%
下水道事業特別会計 139億2,106万円 46億2,521万円 33.2% 33億3,284万円 23.9%

公設地方卸売市場事業特別会計 1億4,159万円 7,828万円 55.3% 5,792万円 40.9%
駐車場事業特別会計 8,900万円 1億8,509万円 208.0% 1,849万円 20.8%
介護保険特別会計 366億4,577万円 170億8,988万円 46.6% 132億2,719万円 36.1%

後期高齢者医療特別会計 54億　　66万円 18億9,089万円 35.0% 9億8,996万円 18.3%
合計 1,323億　499万円 517億9,824万円 39.2% 481億6,626万円 36.4%

（5億　911万円） （3億5,643万円）（3,266万円） (70.0%)（6.4%）

（3,266万円） （3億5,643万円）（5億　911万円） (70.0%)（6.4%）
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　子どもから高齢者まで皆さんに親しまれ、喜んでいただけるバス
を目指します。いつもはマイカーや自転車を
お使いの人も、この機会にコミュニティ
バスを利用してみませんか？

人権講演会と合唱のつどい
12月10日㈰13時10分～16時（12時40分開場）
会場市民劇場　内容LGBTアクティビスト・東

ひがし

小雪氏の講演
「LGBTを理解する～同性婚・新しい家族のかたち～」、第一中
学校による合唱、中学生人権作文コンテスト優秀作品賞受賞生
徒による朗読　定員先着300人　費用無料
※一時保育あり（ 6カ月～未就学児、先着8人、無料。11月24
日㈮までに、電話で行政経営課☎ 366－7311へ）。　
※手話通訳・要約筆記あり。

あなたの人権は守られていますか
他人の人権を侵していませんか
　困りごとや心配ごと、子どものいじめ問題等での悩み
ごとがあるときは、遠慮なくご相談ください。相談は無
料で、秘密は固く守られます。
●千葉地方法務局松戸支局　☎363－6278
●全国共通人権相談ダイヤル ☎0570－003－110
●女性の人権ホットライン　　☎0570－070－810
●子どもの人権110番　　　☎0120－007－110

JR
武
蔵
野
線

JR常
磐
線

現市立病院

〒

北
松
戸
駅

松
戸
▼

新
八
柱
▼

▲
新
松
戸

▲
新
松
戸

馬
橋
駅

県立松戸高校

松戸市立
総合医療センター

〒

国
道
6
号

馬橋東
市民センター

ルート（右回り）

ルート回り）

右回りルート

左回りルート

①

総合医療センター（新市立病院）
※始発・終点（要降車）

北松戸三丁目
（ベガス本店前）

上本郷小
入口

馬橋東市民センター
（マクタ工務店前）

②
稲荷③

熊野神社入口
宮ノ後④

⑤ 中和倉商店街

前田⑥
⑦
馬橋駅入口

⑧
馬橋東口商店街

⑨

⑩
殿山公園入口

⑪

⑫
⑬⑭ ⑮ ⑯

⑰
⑱ ⑲

仲台公園

北松戸駅
上本郷四丁目

専大松戸高校

県立松戸高校

松高裏門

安房須神社入口

コミュニティバスの概要
●毎日7時～21時頃運行（時刻表は市ホームページで）
●一律料金（現金180円・ICカード175円）
　シルバー割引（割引証が必要）、小学生・障
　がい者・介護者料金は半額
●松戸市立総合医療センターを始発・終点とする
　2つのルート （循環バスではありません）
●乗り降りしやすいバリアフリー車両
●県立松戸高校芸術科生徒によるオリジナルデザインラッピング
実証運行について
　このコミュニティバスは、民間の路線バスの運行が困難な地
域において、地元住民の協力により実現する地域のための公共
交通です。松戸市における採算性・有効性・利便性等を検証し
ていきます。

　関連イベント
12月8日㈮
①特設人権相談所
時間10時～12時、13時～15時　会場千葉地方法務局松
戸支局　内容人権に関する相談　費用無料
②街頭啓発演奏会〔雨天中止〕
時間10時30分～ 11時30分　会場松戸駅東口デッキ　
内容市消防音楽隊による演奏会　費用無料

みんなで築こう人権の世紀
12月4日㈪～10日㈰は人権週間です

～考えよう相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認めあう心～

まつど市民活動サポートセンター☎365－5522

～松戸を手づくりで面白くしよう !～
新しい暮らしスタイルを見つける一日

12月10日㈰10時～15時30分
会場まつど市民活動サポートセンター
●ポスター展示 松戸のNPO・市民活動とつながる
団体による活動紹介ポスターの展示、コーデ
ィネーターの相談コーナー
●ゲストトーク 街のつながりを生むコミュ
ニティスペース
空き家活用など新しい場づくりの事例紹介
●キッズスペース 子どもの未来が広がる体
験コーナー
子どもたちの好奇心を引き出すモノづくり
や体験ができるスペース
●みらい会議 新しい暮らしスタイルを生み
出そう !
時間 13時 30分～15時30分
松戸を自分たちの手で面白く！参加者が自
分の関わりたいものを選び、地域で実践す
る内容について語り合います。当日参加で
テーマを持ち込むことも大歓迎です。

国道
6号

千葉大学
園芸学部

第二中学校

松戸警察署

浅間台

ＪＲ
常磐
線

新京
成線

市民劇場
旧水戸街道

角町交差点

▲葛飾大橋

新葛飾
橋

松戸
駅

金町

市川 ▲

▲

▲

上本
郷

▲

北松
戸

▲

陸　橋

トンネ
ル

まつど市民活動サポート
センター・総合福祉会館

昨年のまつどみらい会議の様子

平成30年4月1日から燃やせるごみの全ての紙袋収集を廃止し、「燃やせるごみ専用松戸市認定ポリ袋」に一本化します。　問廃棄物対策課☎704－2010

12月9日㈯
13時30分～ 16時30分（13時開場）
　「松戸の街・地域をよくしたい」、そんな思いを持った
あなたの第一歩を後押しします。
会場まつど市民活動サポートセンター　
内容基調講演私が楽しむと街がよくなる、はじめの一歩
の踏み出し方・受け止め方　パネルディスカッション大勢
のボランティアが参加したくなるワケ　ポスターセッシ
ョン思わず参加したくなる魅力的な活動を紹介
講師NPOコモンビート理事長・安

あ

達
だ ち

亮
りょう

氏
定員先着100人　費用無料
※一時保育あり（6カ月～未就学児、先着5
人、無料。11月30日㈭までに要申込）。
※要約筆記、手話通訳あり。
12月8日㈮までに、電話または申し込み

フォームで市民自治課☎366－7062へ

まちづくり 
あなたが動けば、
仲間がみつかる。 

協働協働のまちづくり講演会 要申込

安達亮氏

※公共交通機関をご利用ください。
●松戸駅からバスで10分〔松戸駅西口1番バ
ス停（京成バス）から「市川駅」行きに乗り「浅

あさ

間
ま

台
だい

」下車〕

市では、人権が尊重され、一人ひとりの市民が安心して
暮らせるまちを築くことを目指しています。

行政経営課☎366－7311

東小雪氏

松戸市初！

交通政策課☎704－3996（実証運行について）
　松戸新京成バス☎387－0388（バスの運行、忘れ物について）

12月16日㈯スタート！
松戸市コミュニティバス（中和倉コース）実証運行

申し込み
フォーム

市ホームページ

シルバー割引証で半額に
　中和倉コースからおお
むね300m以内に住んで
いる満70歳以上の人は、
シルバー割引証を申請す
ることができます。対象
範囲の人には近日中に案
内を送付します。

シルバー割引証
交付対象範囲
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図書館常盤平分館は12/1㈮～1/4㈭の
間臨時休館します
　同分館休館中の予約本は、本館また
は他の分館での受け取りとなります。
専用フォームで休館中の希望受取館を
登録してください。　
※休館中も返却ポストは
利用できます（年末年始を
除く） 図書館☎365－
5115

自動車税の納付はお済みですか
　平成30年3月まで、自動車税の未納が
ある人に対する給与・預金・自動車など
の差し押えを強化します。未納の場合は、
至急納付してください 千葉県松戸県
税事務所☎361－2193、千葉県総務部税
務課☎043－223－2127

小・中学校新入学通知書を郵送します
　届いたら入学式まで大切に保管して
ください。国立・県立・私立小・中学校
へ入学する人は、入学する学校から交
付される入学許可書または入学承諾書
の原本を学務課へ提出してください（郵
送可）発送予定日 11/24㈮　※12/1㈮
までに届かない場合はご連絡ください
同課☎366－7457

家族介護慰労金を支給します
要件 以下の全てに該当する人①在宅に
おいて要介護4または5の高齢者等を同
居で介護している市民税非課税世帯②
要介護者が過去1年間に介護保険の保険
給付を受けていない（ショートステイの
利用は通算7日以内）③要介護者が過去
1年間に病院への入院期間が通算90日
以内支給額10万円 事前に介護保険課
へお問い合わせください 同課給付班
☎366－7067

マイナンバーカードの発行申請はお早めに
　マイナンバーカードの発行には最短で1
カ月ほどかかります。マイナンバーカー
ドを利用してe-Taxにより税申告手続き等
を行う予定の人は、申請書を送付するの
でご連絡ください 松戸市マイナンバー
カード交付に係るコールセンター☎366
－8178（㈪～㈮8時30分～17時）

11/18㈯10時30分からの松戸都市計画
ごみ焼却場（一般廃棄物処理施設）の変
更および松戸都市計画ごみ処理場（一般
廃棄物処理施設）の変更に関する公聴会
は、公述申出がなかったため中止とな
りました
廃棄物対策課☎366－7335

11/25㈯10時からの松戸都市計画下水
道の変更に関する都市計画公聴会は、公
述申出がなかったため中止となりました
下水道整備課☎366－7361

商工振興課短期アルバイト募集
勤務期間 1/9㈫～3/16㈮の9時45分～
15時または10時45分～16時（週4日）
勤務場所アートスポットまつど（伊勢丹
松戸店新館9階）および旧土地開発公社
受付・電話応対・パソコン入力ができ

る人募集人数 10人時給 880円（別途交通
費支給）　※詳細は市ホームページで
事前に電話で同課☎711－6377に連絡
の上、履歴書（写真貼付）を持参（提出の
際に面談あり）

狩猟期間は、11/15から2/15まで
　狩猟者はマナーを守り、安全確保に努
めましょう。野外で活動する場合は、
目立つ服を着用し、ラジオを携帯するな
ど、事故防止の対策を行いましょう 千
葉県自然保護課☎043－223－2972、
東葛飾地域振興事務所☎361－4048

自宅に未登録の象牙はありませんか？
　未登録の象牙を売却したり譲渡したり
するのは違法です（相続を除く）。未登録
の象牙をお持ちの人は、ご連絡ください
※全形を保持した象牙のみが対象。印鑑
やアクセサリーなど象牙製品は対象外
象牙在庫把握キャンペーン事務局（環境
省）☎03－6659－4660（土・日曜、祝
日を除く10時～17時）

中小企業振興資金利子補給金の申請受付
受付期間郵送12/1㈮～1/31㈬〔消印有
効〕窓口1/10㈬～ 23㈫各10時～15時
（土・日曜、祝日を除く） アートスポ
ットまつど（伊勢丹松戸店新館9階）　※
詳細は市ホームページで 商工振興課
☎711－6377

H30年度市立保育所給食材料供給者を
募集
　市立保育所に安全で良質な食材を安定
的に供給・納品できる業者を募集します
説明会12/1㈮ 市役所新館9階会議室　
※詳細は11/22㈬までにお問い合わせく
ださい 幼児保育課☎366－7351

H30/4/1から、事業系のごみ出しには
「中身の見えるポリ袋」をご利用ください
廃棄物対策課☎704－2010

講座・講演・催し
野鳥観察会（江戸川主

も ん と

水）
11/25㈯7時50分松戸駅東口デッキ

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

掲 示 板
上集合、11時30分頃現地解散〔雨天時
は集合場所で開催可否を決定〕 筆記
用具・観察用具 100円　※別途交通費
当日集合場所で （公財）松戸みどり

と花の基金☎710－2851

ワークショップ「自然と人が集まる
“通いの場”の秘

ひ

訣
けつ

」
11/27㈪13時30分～16時30分 勤
労会館 通いの場の価値や運営ノウハ
ウについての講義・事例紹介、運営者同
士による情報交換・相互相談等 千葉
大学予防医学センター特任助教・亀田義

よし

人
と

氏 高齢者の通いの場を運営してい
るまたはこれから運営しようとしてい
る人 先着50人 11/24㈮までに、E
メールまたは電話でNPOまつどNPO協
議会 contact@matsudo-npo.org、
☎090－9826－3729へ

松戸地方特別支援学級・特別支援学校
合同作品展
11/28㈫～12/3㈰各10時～18時

文化ホール 松戸市立・鎌ケ谷市立小・
中学校の特別支援学級、県立つくし特
別支援学校、県立矢切特別支援学校、
県立松戸特別支援学校の児童生徒が授
業で制作した作品の展示（絵、習字、工
作、縫製品、木工品他） 小金中学校・
遠藤☎341－0646

介護の日 合同就職面接会
11/28㈫13時～15時30分（12時30
分開場） 松戸商工会議所5階大会議室
未経験や資格のない人も可。年齢不

問、履歴書等不要 ハローワーク松戸
福祉人材コーナー☎367－8609（内線
42#）

法廷傍聴会
12/7㈭13時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 11/20㈪9時から、電話で同支部☎
366－1211へ

保育のしごとフェア「保育現場で働こ
う！再就職の不安を解消！資格がない
方にもご提案！」
12/8㈮13時30分～ 15時30分（13時
開場） ハローワーク松戸 ハローワ
ーク松戸☎367－8609（内線42#）

シルバー消費者教室
12/8㈮14時～15時 八ケ崎市民セ

ンター 松戸市消費生活センター消費
生活相談員による講話、ビデオ上映、
馬橋高齢者いきいき安心センター職員
によるセンターの紹介 65歳以上 先
着50人 電話で馬橋高齢者いきいき安

心センター☎374－5533へ

ロービジョン用具展示会
12/10㈰10時～16時 ふれあい22
見えにくさで困っている人に役立つ

用具（拡大読書器、拡大鏡、遮光眼鏡、
便利グッズ等）の展示・説明　※販売は
ありません 視覚障害者総合支援セン
ターちば☎043－424－2582

会議
高齢者保健福祉推進会議
11/20㈪18時30分～20時30分

中央保健福祉センター2階集団指導室
傍聴定員先着10人（18時15分から受け付
け） 高齢者支援課☎366－7346

子どもの未来応援会議
11/21㈫9時30分から 市役所新館

7階大会議室傍聴定員 先着10人（9時20
分まで受け付け） 子ども家庭相談課子
どもの未来応援担当室☎366－5181

松戸駅周辺まちづくり委員会
11/21㈫10時～12時 市役所新館5

階市民サロン傍聴定員 15人（抽選、9時
30分から9時45分まで受け付け） 街
づくり課☎366－7376

水道事業運営審議会
11/22㈬14時から 水道部3階会議

室傍聴定員 先着3人（13時30分から1階
で受け付け） 水道部総務課☎341－
0430

公共施設再編整備推進審議会
11/24㈮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20
分まで受け付け） 公共施設再編課☎
701－5217

障害者計画推進協議会
11/30㈭13時から 市役所新館7

階大会議室傍聴定員 先着10人程度（12
時45分から受け付け） 障害福祉課☎
366－7348

専用フォーム

自転車に乗れない子へ
～自転車のプロが教えます～ 

小金宿企画ツアー
～歴史と紅葉を求めて
戸定が丘から小金へ～　現役の競輪・ガールズケイリン選手、自転

車安全整備士等を講師に招き、自転車に乗れ
るように優しく分かりやすく教えます。メン
テナンス等の自転車に関する相談も受け付け
ます。
日時12月9日㈯・10日㈰各10時から（1～2時
間程度）　会場松戸競輪場（JR北松戸駅下車）
対象5歳児～小学校低学年程度（保護者同伴）
定員各日10人（抽選）　費用無料
11月24日㈮〔必着〕までに、往復はがきに

住所、子どもの氏名・年齢・身長、保護者氏名、希望日、電話番号を記入して、〒271－0064
松戸市上本郷594　松戸市公営競技事務所「自転車教室希望担当」（☎362－2181）へ

12月2日㈯・3日㈰各9時15分戸定邸玄関前集合、12時頃本
土寺門前解散
コース戸定が丘歴史公園、千葉大学園芸学部庭園、（電車移
動）、東漸寺、本土寺門前　定員各先着15人　参加費200円（別
途交通費）
11月24日㈮〔必着〕までに、はがきに参加日・参加人数・

全参加者の氏名・住所・電話番号を記入して、〒271－
0092松戸市松戸1874　松戸探検隊ひみつ堂〔（一社）松戸市
観光協会〕（☎727－7825）へ

要申込

要申込

広報まつど11月1日号のおわびと訂正
　3面掲載の平成30年度保育所
（園）・小規模保育事業・認定こど
も園の利用案内に誤りがありまし
た。おわびして訂正
します。正しい情報
は市ホームページを
ご覧ください。
幼児保育課
　☎366－7351 市ホームページ



キヲク座

この他にもたくさんのコンサートが
あります
　松戸駅周辺の店舗やデッキ上のステージなど
で、土・日曜を中心に多くのコンサートが開催
されます。詳しくは、松戸クリスマス音楽祭の
ホームページや、（一社）松戸市観光協会の観光
案内所、駅周辺の各店舗で配布す
るパンフレットをご覧ください。

松戸クリスマス音楽祭
ホームページ

　クリスマスは松戸で音楽を。学生からプロまでさまざまな奏者のクラシックやクリスマス
ミュージック演奏会を、松戸駅前を中心に市内で約60ステージ開催します。
文化観光国際課☎366－7327

 羽
は
毛
け
田
た
まりさ氏

（ヴァイオリン）

 小
こ
原
はら
裕
ひろ
樹
き
氏

（トランペット）
 梅津千恵子氏

（パーカッション）
 小
こ
原
はら
由
ゆ
起
き
子
こ
氏

（キーボード）

石川寛子氏
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パラダイス・エア特別企画「小さい冬の演奏会」
12月17日㈰14時・16時
　日本の童謡や唱歌を斬新
なアレンジで演奏するプロ
ジェクト「キヲク座」による
コンサートを開催。
費用無料
（一社）PAIR
　☎364－8832

会場平
ひ ら

潟
か た

神社（松戸）

会場松戸駅東西連絡通路

お寺でクリスマスコンサート4 ! 
12月10日㈰14時
（13時30分開場）
　仏教のお寺でキリスト教のクリスマス音楽という異
文化のコラボ。「まつど響かせ隊」の3人がお届けします。
費用1,000円（中学生以下500円）
電話で松戸駅周辺商業協同組合☎365－0100へ

松戸市はルーマニアのホストタウンです！
　ホストタウンとは、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向
け、スポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活性化、観光振興等に資
する観点から、参加国と相互交流を図る自治体を支援する国の取り組みで
す。松戸市はルーマニアとドミニカ共和国のホストタウンとして登録され、
両国とさまざまな友好関係を築いています。

1867年パリ万博150周年記念コンサート
12月10日㈰13時～13時50分・14時30分～15時20分
　徳川昭武がパリ万博でフランス皇帝・ロシア皇帝と聴
いたオペラ『アフリカの女』など、万博ゆかりの曲をお楽
しみください。

会場戸定邸

要申込

 豊原さやか氏
（チェロ）

クリスマスコンサート～ヴァイオリンとチェロの調べ～
12月17日㈰14時
（13時30分開場）
　東京藝術大学同級生の2人がそれぞ
れの歩みを経て、久しぶりに集結。ク
リスマスシーズンの午後に、息の合っ
たアンサンブルをお楽しみください。
費用無料
平潟自治会・三澤

　☎090－4521－7090

（一社）松戸市観光協会開設記念
ヴァイオリンコンサート
12月9日㈯14時（13時30分開場）
　松戸の魅力を日本へ、そして世界へ発信していく松戸
市観光協会が贈るヴァイオリンコンサート。天性のソリ
スト、石川寛子氏が奏でる情熱的なヴァイオリンの魅力
をたっぷりとお楽しみください。
費用無料　
電話で同協会☎703－1100へ

   （受付時間10時～18時、月曜除く）

会場吉祥寺 （根本）

費用2,000円（全席指定）

会場松戸観光案内所
要申込

ⓒMarie Staggat

街角に素敵な音楽が流れる「音楽の街、松戸」
松戸クリスマス音楽祭2017

11月15日㈬～12月25日㈪

戸定邸を鳴らすⅢ
11月25日㈯13時30分～16時
　戸定邸内の各部屋で洗足学園音楽大学・大石将

まさ

紀
のり

ゼ
ミの学生13人による10のミニコンサートを行います。

共通費用戸定歴史館入場料（共通入館券大人240円など）
戸定歴史館☎362－2050

曽我大介氏 モナ=飛鳥・オット氏

ルーマニア・ブラショフ・フィル
ハーモニー交響楽団コンサート
12月2日㈯14時

　今人気のピアニスト、モナ=飛
ア ス カ

鳥・オット氏の独奏による美しい音色のピア
ノ協奏曲と、海外プロオーケストラによる迫力の演奏をぜひご堪能ください！
演奏曲目
・歌劇『セビリアの理髪師』序曲（ロッシーニ）
・ピアノ協奏曲第20番ニ短調（モーツァルト）　
・交響曲第5番『運命』（ベートーヴェン）
出演者
曽我大介氏（指揮）
モナ=飛鳥・オット氏（ピアノ）
森のホール21チケットセンター

　☎384－3331（受付時間 10時～19時、
　月曜除く）

会場森のホール21 大ホール
※未就学児入場不可

オーストラリアのクリスマスを楽しもう
松戸ワインフェスタ2017
11月23日㈷11時～17時
〔荒天中止〕

　アボリジニ楽器のディジュリドゥ演奏や
オーストラリアのシンガーによる歌を聞き
ながら、オーストラリアワイン20種とオー
ストラリア式のバーベキュー、ミートパイ
等を味わうことができます。

会場伊勢丹松戸店前プラザ広場

●広報まつど　2017年（平成 29年）11月15日
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新松戸駅前   11月23日㈷～1月8日㈷
新松戸 光のフェスタ
　“おかえりなさい新松戸”　年末年始の
駅前イルミネーションと横断幕のメッ
セージで、感謝の想いを伝えます。
新松戸光のフェスタ実行委員会事務

　局☎344－0051

北小金駅周辺  11月18日㈯～1月8日㈷
　（点灯式 11月18日㈯16時から）
黄金（KOGANE）
イルミネーション
　JR常磐線沿線で最初に始まったイル
ミネーションです。北小金駅南口ロー
タリーに高さ15mの「シンボルツリー」
や地元の小・中学生が作った「光のオブ
ジェ」約100基を、旧水戸街道沿いに花
と緑と歴史の街を感じさせる「和風行

あんどん

灯」150基を設置します。
小金の街をよくする会・黄金イルミネーション実行委員会事務局

　☎347－8001

ウインターイルミネーション2017 　JR常磐線の市内各駅周辺では、商店会等がさま
ざまなイルミネーションの飾り付けで街を彩って
います。ぜひ、お出掛けください。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

松戸特産の矢切ねぎを販売します
　柔らかく甘みのある松戸特産の「矢切ねぎ」は全国的に有名
で、高級料理店等でも広く使われています。
　まつど大農業まつり内でも販売するこの矢切ねぎを、ご自
宅にお届けする「矢切ねぎふるさと便」の注文受付を開始しま
した。この機会にぜひご賞味ください。
引渡・発送期間12月1日㈮～22日㈮
価格泥ねぎ葉付き7kg2,000円（税込み・送料別・代金前払い）
販売数先着1,500箱　※この他に、各生産者直売所において
も販売しています。
12月8日㈮までに、JA とうかつ　

　中央各支店窓口（土・日曜、祝日を　
　除く）で　
JAとうかつ中央経済センター

　☎341－5151（土・日曜、祝日 を除く）

松戸産農産物ブランド化シンボルキャラクター「みの
りちゃん」が、良い子の皆さんに会いに来ます

　秋の一日、紅葉を見ながら松戸の
「食」と「農」をお楽しみください。

内容●松戸産農産物・草花・もち・
豚汁・焼きそば・焼きねぎ等の販売
●あさひ幼稚園の鼓笛隊・オルフェ
ウスウィンドアンサンブルの吹奏
楽・太鼓の演奏●ヨサコイソーラン
●子どもの遊び場
同まつり実行委員会事務局

　 ☎341－5151

松戸にクリスマスシーズンがやってくる！

音楽であそぼう♪
～あわてんぼうな
サンタクロースとちょっと早いクリスマス　要申込
　楽器の演奏あり、ダンスあり、フラッグあり、楽しいエンターテインメント
ショーを親子で一緒に楽しみませんか！
日時12月9日㈯10時30分から（10時開場）　会場市民劇場　対象市内在住の小
学生以下の子と親　定員300人（抽選）　費用無料
11月22日㈬〔必着〕までに、申し込みフォームまたは往復はがきにイベント

名・郵便番号・住所・参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・性別・続柄・電話番号・
返信用宛名を記入して、〒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（☎367－7810）へ
※申し込みフォームから申し込んだ場合は、生涯学習推進課のEメール
（ mcsyogaigakusyu-kouza@city.matsudo.chiba.jp）
を受信できるように設定してください。
※定員に満たない場合は11月24日㈮から電話で受け付け。

家庭教育特別公演

申し込みフォーム

安全・安心な松戸産農産物を味わおう!
第10回まつど大農業まつり

松戸のおいしい野菜を
買いに来てね！

11月23日㈷9時15分～14時〔雨天決行〕
会場21世紀の森と広場つどいの広場

松戸駅周辺  11月18日㈯～12月25日㈪
松戸クリスマスファンタジー2017
　西口デッキステ－ジを中心に、コニ
ファーガ－デンに広がるシャンパンゴ
－ルドの光の波。今年はまつど未来樹を     
LEDイルミネーションでライトアップ。
皆さんの心に温かい光をともします。
松戸クリスマスファンタジー2017

　事務局☎365－0100

毎年恒例 ! 松戸クリスマス大抽選会
12月24日㈰11時～21時
会場松戸駅西口デッキステージ、プラーレ松戸店正面玄関
　12月1日㈮から、松戸駅周辺の協賛店舗で買い物をすると金額に応じて抽選
券がもらえます（プラ－レ松戸店とアトレ松戸店は12月23日㈷・24日㈰のみ
配布）。詳細は、各協賛店舗で配布するチラシやポスターをご覧ください。

東松戸ゆいの花公園の講座 要申込
共通会場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

ゆいの花公園2018年門松作り
12月19日㈫10時30分～12時
講師松戸里やま応援団「三

さ ん

樹
き

の会」メンバー　
定員先着15人　
費用1,000円

プリザーブドフラワー
ローズのXmasリース
11月30日㈭10時30分～11時30分
講師フルーデ
リー代表・堂

ど う

前
ま え

絵美子氏
定員先着15人
費用2,300円

Xmasガーランド
12月6日㈬10時～11時30分
講師フラワースクール F

エ フ コ コ
COCO主

宰・河
こ う

野
の

史
ふ み

子
こ

氏
定員先着10人
費用2,000円

北松戸駅周辺   12月1日㈮～1月31日㈬
スターダストプロジェクト
　北松戸駅東口ロータリーからメイ
ンストリートの街路灯を LEDイルミ
ネーションで彩ります。北松戸商店会
イメージキャラクター「きたにゃん」
のオブジェも飾られます。
北松戸商店会☎362－7652

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

●広報まつど　2017年（平成 29年）11月15日

7



12月10日㈰10時～16時　会場聖徳大学他　対象東葛地区在住・在学の
小学4年～中学生　費用無料
11月24日㈮までに、Eメールにタイトル「ジュニア夢カレッジ3参加希

望」・住所・参加者氏名（ふりがな）・学校名・学年・性別・保護者氏名・電
話番号・緊急連絡先・希望のお仕事（第3希望まで）を記入して、同大学生
涯学習研究所 frontier@seitoku.ac.jpへ
同大学同研究所☎365－5691、子どもわかもの課☎366－7464

　NHK・BSプレミアムの番組「新・BS日本のうた」の公開録画を行いま
す。豪華な出演者が素晴らしい名曲の数々をたっぷりとお届けします。
日時1月18日㈭18時40分～20時40分（予定）　会場森のホール21大ホー
ル　定員1,900人程度（抽選）　費用無料　
12月18日㈪〔必着〕までに、往復はがきに郵便番

号・住所・氏名・電話番号・返信用宛名を記入して、
〒270－2252松戸市千駄堀646の4　（公財）松戸市
文化振興財団　NHK「新・BS日本のうた」観覧係へ
※往復はがき以外での応募や、記入に不備があった
場合は無効となります。　※応募の際の個人情報は、
抽選結果の連絡の他、NHK受信料に関するお願いに
使用することがあります。　※出演者は決定次第、
NHK千葉放送局と森のホール21のホームページで
ご案内します。
NHK千葉放送局☎043－203－1001（平日10時～17時）、

　（公財）松戸市文化振興財団☎384－5050（9時～17時、月曜除く）

教室名 日時 会場 講師 対象 定員（抽選） 費用 締め切り日

ドラム入門教室
〔全10回〕

12/10・17、1/7～2/4の㈰、
2/10㈯、18㈰　9：00～12：00
※2/24㈯発表会

青少年会館
ローランドミュージックスクー
ルVドラム科 ベーシックコー
ス認定講師・加藤勝

しょう

吾
ご

氏
小学5年～高校生 １０人

無料（スティッ
クが無い場合
は350円）

11/26㈰

凧
たこ

作りと凧あげ体験 12/26㈫　10：00～12：00 青少年会館・
新松戸南公園 日本凧

たこ

の会・高橋忠
ただ

友
とも

氏 小学生 ２０人 300円 12/ 3㈰

目指せ日本代表！バドミ
ントン教室〔全４回〕 1/7～28の㈰　14：00～16：00 青少年会館 松戸市バドミントン協会 小学3年～ 6年生 ２５人 無料

12/19㈫冬の陶芸教室
〔全４回〕

1/14㈰・21㈰、2/11㈷・18㈰　
各10：00～11:30
※2/24㈯展示

ふれあい22 NPO子どもっとまつど 小学3年～中学生 １５人 500円

落語名人になろう！
〔全６回〕

1/20～2/17の㈯　10：00～11：30
※2/24㈯発表会 青少年会館 落語家・柳

やなぎ

家
や

千
せん

寿
じゅ

氏、
NPO子どもっとまつど 小・中学生 １５人 500円

めざせ！ちびっ子カンフ
ーの達人〔全6回〕

1/19～2/16の㈮　16：30～17：30
※2/24㈯発表会 青少年会館 新松戸カンフークラブ・長塚

深
み

結
ゆ

氏 小学1年～3年生 ２０人 無料 12/25㈪

筆文字アートの世界
～デザイン書道～

1/27㈯・28㈰　各10：00～12：00
※2/24㈯展示 青少年会館 書道家・中澤梨

り

舟
しゅう

氏 小学4年～高校生 １５人 無料  1/  8㈷

和菓子づくりに挑戦！ 2/3㈯　10：00～11：30 市民会館 菓匠松久・石井輝
てる

章
あき

氏 小学3年～6年生 １５人 300円
 1/14㈰

お父さんと一緒にうどん
作り☆ 2/4㈰　10：00～14：00 市民会館 ＮＰＯ子どもっとまつど 小学3年～中学生

とその男性保護者  10組 1組500円

絵本で楽しく☆こども哲
学 3/10㈯　10：00～11：30 青少年会館 子ども哲学・おとな哲学アー

ダコーダ 小・中学生 １５人 無料  2/19㈪

電子申請サービス

森のホール21

パティシエ体験

旧齋藤邸

NHK千葉放送局

　森のホール21開館25周年記念

 「新・BS日本のうた」公開録画
観覧者募集

各締め切り日〔必着〕までに、電子申請サービス、直接（普通はがき持参）または往復はがきに、教室名・住所・氏名（ふりがな）・性別・学校名・
学年・電話番号・返信用宛名を記入して、〒270－0035新松戸南2の2　青少年会館へ　※はがき・往復はがきは１教室につき１枚必要。

冬の青少年教室 青少年会館☎344－8556

古民家旧齋藤邸で
アートを体験しよう!

要申込

要申込

12月20日㈬10時30分現地集合、15時30分解散　会場古民家旧齋藤邸（紙
敷588）　内容アボリジニ・アート体験　講師日本画家・泉

いずみ

晴
せい

行
こう

氏　定員12
人（抽選） 持ち物昼食　費用200円
11月24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

「古民家旧齋藤邸でアートを体験しよう ! 」・郵便番号・住所・氏名（ふりが
な）・年齢・性別・電話番号・返信用宛名を記入して、〒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（☎367－7810）へ

 体験できるお仕事
•記者
•パティシエ
•音楽療法士
•建築士
•心理カウンセラー
•管理栄養士
•看護師
•医師

申し込みフォーム

要申込

要申込

•養護教諭
•図書館司書
•グラフィックデザイナー
•鉄道職員
•百貨店の仕事
•幼稚園教諭 &保育士
•弁護士

※連名での申し込みはできません。
※定員に満たない場合は、11月25日㈯
　から電話で受け付け。
※申し込みフォームから申し込んだ場合は、
　生涯学習推進課からのEメール
　（ mcsyogaigakusyu-kouza@city.matsudo.chiba.jp）
　を受信できるように設定してください。

造形
講座

聖徳大学

ジュニア夢カレッジ3
プロから学ぶお仕事体験

新
八
柱

東松戸駅からの
ルート

レンタカー店

真隆寺
卍

J
R
武
蔵
野
線

東
松
戸
駅

新鎌
ケ谷

北総
線

旧齋藤邸
東松戸駅から徒歩約10分案内図
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市立病院小児脳神経外科外来は12月1日㈮に休診します
同病院同外来☎363－2171（内線2101）

認知症を正しく知ろう「認知症サポーター養成講座」
　「認知症サポーター」とは、認知症に対する正しい知識と理解
を持ち、認知症の人やその家族を手助けする地域の担い手です。

電話で各申し込み先へ

いきいきシニア楽しいクッキング教室

時間10時～13時　内容手ばかり栄養法を使って自分の適量を知ろう　内容講話
と調理実習　対象市内在住の60歳以上　持ち物エプロン、三角巾、布巾2枚、
手拭きタオル、筆記用具　費用無料
11月15日㈬9時から、電話で各保健福祉センターへ

第99回がん患者・家族「集いの場」
11月30日㈭13時30分～15時30分　会場市立病院2号館5階大会議室　内容
フリートーキング　定員先着15人　費用無料　※がんの相談も受け付けてい
ます。
電話またはFAXで同病院がん診療対策室☎363－2171（内線1667）、
363－1489へ

愛の献血
12月2日㈯9時30分～11時45分、13時～15時30分　
会場稔台市民センター　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

健康塾「呼吸を楽にする動き方を知ろう」
12月6日㈬14時30分～16時　会場東松戸病院2階大会議室　講師同病院慢
性呼吸器疾患看護認定看護師・金

か ん の

納千
ち

夏
な つ

　定員先着60人　費用無料
電話またはFAXで同病院保健福祉医療室☎391－5500、 391－0288へ

要申込

日時 会場 定員（先着） 申し込み先
11/24㈮14:00～15:30 市民会館 80人 高齢者支援課☎366－7343

12/ 1㈮10:00～11:30 馬橋市民センター 20人 馬橋西高齢者いきいき安心
センター☎711－9430

12/14㈭14:00～15:30 小金市民センター 30人 小金高齢者いきいき安心セ
ンター☎374－5221

12/15㈮10:00～11:30 市民会館 30人 高齢者支援課☎366－7343

日程 会場 定員（先着） 電話番号
11/29㈬ 中央保健福祉センター 30人 366－7489
12/ 4㈪ 常盤平保健福祉センター（ふれあい22 2階） 30人 384－1333
12/ 6㈬ 小金保健福祉センター 20人 346－5601

要申込

要申込

15

　市では、町会・自治会活動など、市民活動中の万
が一の事故に備えるため、「市民活動総合補償制
度」を導入しました。市民活動団体が無報酬で公
益性のある活動を行っている際に事故があった場
合、補償金が給付されます。
加入手続きや申し込みなどの事前手続きは
不要です
　事故発生後に市へ手続きしてください。その際、
当該事故が発生した活動が、市民活動であったと
客観的に判断できる書類を提出していただきます。
保険料を支払う必要はありません
　保険料は市が全額負担しています。
補償の対象となる人
　以下の条件を満たす団体の活動の指導者・スタッ
フ・参加者
●市内で市民活動を行うことを目的として自主
　的に組織されている
●市内に主たる活動の拠点がある

要申込
松戸健康福祉センター（松戸保健所）
各種無料相談・検査
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） 12/12 ㈫  9:00 ～ 11:30

☎361－2138
来所 12/12 ㈫ 13:30 ～ 15:00

思春期相談 12/26 ㈫ 13:30 ～ 15:30
精神保健福祉相談 12/  7 ㈭・18㈪各14:00～16:00
酒害相談 12/21 ㈭ 14:00 ～ 16:30

エイズ
検査

即日検査 12/  5 ㈫・19㈫各13:30～14:00

☎361－2139
夜間検査 12/19 ㈫ 17:30 ～ 18:30

※検査日の1週間前の9時から予約（定員あり）
※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

安心して市民活動ができるように

そのとき、家具は凶器になる

家具転倒防止器具等
取付費を助成します

市民自治課☎366－7318

なる

要申込

●5人以上で構成されており、構成員の70%以上
　が市内在住
●運営に関する規約・会則を定めている
補償の対象となる活動
●継続的・計画的に行われる活動
●無報酬で行う公益性のある活動（参加に要す
　る費用の実費を弁償される場合を含む）
●国内での活動
補償内容
●傷害事故
　対象となる人が死亡または負傷した場合に補償
されます。

補償区分 補償限度額
死亡補償 1人500万円
後遺障害補償 1人15万円～500万円
入院補償（日額） 1人3,000円
通院補償（日額） 1人2,000円

松戸市市民活動総合補償制度がスタートしました

お済みですか？
家具の安全対策

●賠償責任事故
　他人にけがを負わせた、他人の物を壊した等の
場合に、法律上の損害賠償責任が補償されます。

 免責額（自己負担額）5,000円

市ホームページ

　地震による家具転倒等の被害から高齢者および障がい者の身体の安
全を確保するため、家具転倒防止器具等の購入または取り付けを行う
世帯に対し、その費用を助成します。
対象となる転倒防止器具家具（タンス、食器棚等）の転倒または落下を
防止するために有効な器具、ガラス飛散防止フィルム
対象市内在住で住民登録をしている①～③の人のみで構成される市
民税非課税世帯の世帯主
①65歳以上（障がい者含む）
②65歳未満で要介護または要支援の認定を受けている
③65歳未満で身体障害者手帳（1・2級）、療育手帳、精神障害者保健福
　祉手帳（1級）のいずれかを持っている
助成額購入・取り付け費用1万円を上限に①②9割③10割
申請方法世帯主から市へ事前相談後、必要書類を提出
①②介護保険課給付班☎366－7067、 366－1145

　③障害福祉課☎366－7348、 366－7613

補償区分 補償限度額
身体賠償 1人6,000万円
財物賠償 1事故100万円
受託物賠償 1事故100万円

※詳細は市ホームページを
　ご覧ください。
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12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
出張おやこDE広場火曜9時30分～15時30分　
歌の広場2日㈯15時～15時30分　対象小・中学生
中高生の広場（TAPS）①2日㈯②9日㈯③16日㈯
各17時～19時　内容①ミニミニツリー制作②トラ
ンプ大会③ケーキ作り
あそぼう会①5日㈫②19日㈫③26日㈫各15時
30分～16時15分　内容①折り紙広場②児童館を
きれいにしよう③お楽しみ工作　対象主に小学生
わくわく広場（わんぱく組）6日㈬10時30分～11時
30分　（よちよち組）7日㈭10時30分～11時　（は
いはい組）1日㈮10時30分～11時
卓球広場9日㈯14時～15時30分　対象小・中学生
おはなし広場12日㈫16時～16時20分　内容絵本
の読み聞かせ　対象幼児と保護者、小学生
おたのしみ会22日㈮15時～16時　対象乳幼児と
保護者、小学生

●移動児童館☎387－3320
わくわく広場 東部スポーツパーク 6日㈬10時～12時
小金北市民センター 7日㈭・14日㈭（なかよし組）各10
時20分から　（わんぱく組）各11時から　稔台市民セ
ンター 1日㈮・8日㈮・15日㈮（なかよし組）各10時
20分から 　（わんぱく組）各11時から　内容体操・手
遊び他　
あそぼう会 古ケ崎市民センター 5日㈫・12日㈫各15
時～16時30分　柿ノ木台公園体育館 6日㈬・13日㈬
各15時15分～16時30分　小金北市民センター 7日
㈭・14日㈭各15時15分～16時30分　稔台市民セ
ンター 1日㈮・8日㈮・15日㈮各15時～16時30分
内容年忘れゲーム大会他　対象小学生
●根木内こども館☎315－2985
パン作り教室2日㈯10時～12時　対象小学生以上
（要申込）
パティシエ教室9日㈯10時～12時　内容ケーキ作
り　対象小学4年生以上（要申込）
シングルマザーの会9日㈯13時～14時30分（要申込）
工作くらぶ9日㈯13時～15時30分　内容クリスマ
スカード作り　対象小学生以上
ひょうたんの会12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 !13日㈬10時～11時　内容リト
ミック　対象乳幼児と保護者（要申込）
お楽しみ会16日㈯13時～15時　内容ゲーム大会
とおやつ作り　対象小学生以上
おやこDE広場お楽しみ会19日㈫11時～12時　
内容クリスマス会　対象乳幼児と保護者
絵本はじめのいーっぽ22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8日㈮11時30分～12時　内容絵本
の読み聞かせと手遊び　対象乳幼児と保護者
中高生タイム①9日㈯②16日㈯③23日㈷各17時
30分～19時30分　内容①フリータイム②野菊野
クッキング③野菊野塾　対象中学・高校生
のぎっこひろば17日㈰10時30分～12時　内容団
地の餅つきに参加　対象幼児と保護者、小学生
●森のこども館☎331－1144
（21世紀の森と広場内森の工芸館）
2日㈯10時～16時　内容森の中でクリスマスリー
ス作り（10時30分～12時30分）　対象幼児と保護
者、小学生

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）、年末年始
常設展観覧料…一般300円、高校・大
学生150円（20人以上団体料金あり）
※障がい者専用以外の駐車場はあり
ません。21世紀の森と広場の有料駐
車場をご利用ください。

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）

◆博物館アワード（歴史自由研究
部門、歴史イラスト部門）作品展
11/28㈫～12/10㈰
会場企画展示室　観覧料無料
◆古文書を読む（近世入門編）
〔全5回〕
1/6㈯・20㈯、2/3㈯・17㈯、
3/3㈯各10:30～12:00
会場実習室　講師同館学芸員・
富澤達三　対象初心者　定員30
人（抽選）　費用無料　 12/14
㈭〔必着〕までに、往復はがき（1
人1枚）に、住所・氏名（ふりがな）・
電話番号を記入して、「古文書を
読む（入門編）」係へ
◆戦国末期の史料を読む～西

にし

原
はら

文
もん

書
じょ

の世界～〔全6回〕
1/12㈮・26㈮、2/9㈮・23㈮、
3/9㈮・23㈮各18:30～20:30
会場ゆうまつど　講師同館学芸
員・中山文

ふみ

人
と

　定員30人（抽選）
費用無料　 12/19㈫〔必着〕ま
でに、往復はがき（1人1枚）に、
住所・氏名（ふりがな）・電話番
号を記入して、「戦国末期の史料
を読む」係へ
◆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）

開館時間…9:00～16:00
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。

◆樹木ウオッチング・紅葉美術館
～カラフルに色付く葉を探そう～
12/3㈰ 9:45～11:15
講師自然解説員・加藤裕一氏
定員先着25人　費用無料
◆ソバ打ちに挑戦しよう!
12/3㈰ 13:30～15:30
講師元みどりの相談員・野口宣

のり

二
つぐ

氏　定員先着20人　費用1,500円
◆シクラメンの管理
12/7㈭ 13:30～15:00
講師みどりの相談員・宮本光昭
氏　定員先着24人　費用無料
◆ワラで楽しく作るお正月飾り
12/10㈰ 10:00～12:30
講師東葛しぜん観察会　定員先
着20人　費用500円
◆バードウオッチング～冬鳥を
一緒に楽しみましょう!～
12/16㈯ 10:00～11:30
講師自然解説員・金子雅幸氏
定員先着25人　費用無料
◆クリスマスを楽しく彩る生花
のアレンジメント
12/16㈯ 13:30～15:30
講師（公社）日本フラワーデザイ
ナー協会・吉田エリコ氏　定員先
着24人　費用2,500円
◆ミニ門松作り
12/17㈰ 13:30～15:30
講師流山高校教諭・小松直

なお

木
き

氏
定員先着20人　費用500円

※スポーツ推進委員主催。
※申し込みは全て当日会場で。
●スポレク祭（常盤平地区）
11/26㈰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

●ソフトバレーボール教室
12/3㈰9:00～11:00　会場常盤
平体育館　 小暮☎090－4012
－7686

松戸駅市民ギャラリー
生涯学習推進課☎367－7810

◆11/23㈷まで
たのしい着

き

物
もの

地
じ

の服
植田☎090－1771－3235
墨
ぼく

真
しん

会
かい

水墨画作品展
河合☎346－2218

◆11/24㈮～12/7㈭

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

◆グループK展（絵画）
11/19㈰まで
二
に

瓶
へい

☎349－0834

文化ホールギャラリー
☎367－7810

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。

◆新松戸東パークハウス写真
クラブ写真展
11/19㈰まで
秋山☎345－7326

◆あすなろ会洋画展
11/19㈰まで
森田☎346－3606

◆土曜油絵教室ラディカル展
11/21㈫～26㈰
小
こ

島
じ ま

☎343－0657
◆パステル画同好会展
11/21㈫～26㈰
津
つ

倉
くら

☎362－1721
◆松戸地方特別支援学級・特
別支援学校合同作品展
11/28㈫～12/3㈰
小金中学校・遠藤☎341－0646

◆要
よう

光
こう

会
かい

展（水彩画）
11/28㈫～12/3㈰
熊
くま

谷
がい

☎701－5250
◆日本リアリズム写真集団松戸
支部写真展「海

く ら げ

月」
12/5㈫～10㈰
伊藤☎090－2626－2823

◆賀
か

来
く

陽
よう

子
こ

とその仲間たち　
パッチワークキルト展
12/14㈭～16㈯
田
た

久
く

保
ぼ

☎383－4367

◆ミュージアムシアター
会場講堂　定員各回先着80人（申込不要）　費用無料

上映開始時間 内容

ミュージアムシアター
（平日）13:15、15:15
（土・日曜、祝日）15:15
※12/27㈬まで

11
月

「民族文化映像研究所 映像民俗
学シリーズ〈日本の姿〉第１巻 アイ
ヌの結婚式～北海道平

びら

取
とり

町
ちょう

二
に

風
ぶ

谷
たに

～」〈30分〉

12
月

「〈日本の味 伝統食品 第4集 大豆
と小麦食品のルーツと技を探るシ
リーズ〉納豆のふるさと～アジア
の納豆文化圏～」〈30分〉

午前11時の名画座
11:00　
※12/27㈬まで

11
月
「『朝日ニュース映画』で見る昭和
第１巻②昭和31年」〈30分〉

12
月
「地球は語る　生命のリズム」〈54
分〉

土日祝のキッズシアター
（土・日曜、祝日）13:15
※12/3㈰・30㈯・31㈰を
除く

11
月
アニメ「〈ふるさと再生 日本の昔ば
なし〉 うばすて山」他2話〈約25分〉

12
月
アニメ「〈ふるさと再生 日本の昔ば
なし〉海幸彦と山幸彦」他2話〈約
25分〉

戸定歴史館
☎362－2050

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

◆1867年パリ万
博150周年記念展 
第Ⅲ期「徳川昭武
の日仏交流」
12/24㈰まで

運動公園
☎363－ 9241

◆運動公園カルチャー教室
①リトミック
②ハンドメイド（アクセサリー）
①11/24㈮、12/8㈮ ②12/1㈮
各10:00～11:00　会場武道館　
対象①6カ月～5歳の子とその
保護者②18歳以上　定員各先着
25人　持ち物上履き　費用1回
700円（②は別途材料費）　 当
日会場で

クリスマスリース展
関口☎345－0629
墨
ぼく

松
しょう

会
かい

作品展（水墨画）
藤田☎364－3437

◆12/8㈮～21㈭
髙
たか

橋
はし

初
はつ

江
え

作品展（油絵・手芸）
髙橋☎345－6588
萌
もえ

樹
ぎ

会
かい

展（絵画）
片山☎727－3082

「悪質商法撃退カレンダー2018」
を配布しています
　悪質商法の手口とその対
策を紹介するカレンダーで
す。クーリング・オフの方法
や、だまされないためのワ
ンポイントも載っています。
配布場所各支所、各市民セ
ンター、行政サービスセン
ター、市役所受付・地下守衛室前、消費生活課
※なくなり次第終了します。
同課☎366－7329

無料

●広報まつど　2017年（平成29年）11月15日
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　喫煙はさまざまな問題を引き起こす大きな要因の一つといわれていま
す。歯科分野においては、虫歯・歯周病・歯肉の色素沈着などが挙げられ
ます。また、医科の分野でも脳の疾患や心疾患、肺がんなどが挙げられま
す。さらには認知症危険因子としても注目されています。そして近年、特
に問題視されているものがあります。それは、火の付いたたばこの先から
出る“副流煙”と、この煙を吸い込んでしまう“受動喫煙”です。非喫煙者
であってもこの煙を長期にわたって吸い続けることにより、上記のような
疾患のリスクが高まってしまうといわれています。
　歯科においては、喫煙と歯周病は切っても切れない問題になっています。
たばこに含まれるニコチン・タール・一酸化炭素などの有害物質は、歯肉の
血行不良や免疫機能の低下を引き起こし、細菌などへの抵抗性を弱め、歯
周組織悪化の流れを作り出し、歯周病のリスクを高めてしまうといわれて
います。
　歯周病は口の中の問題にとどまりません。糖尿病、早産や低体重での出
産などの妊娠中のリスク、認知症などさまざまな疾患に影響を及ぼすこと
が分かっています。その他にも、最近認知症に関して話題になっているこ
とがあります。日本歯周病学会で、歯周病原性細菌が作り出す物質がアル

喫煙・歯周病・認知症の関連性
あなたの健康 198 ツハイマー型認知症に影響を与えるという発表が行われました。歯周病患

者の歯周ポケットという溝からは、この物質が健康な人より10倍以上も多
く検出されるということから、歯周病の早期の治療が必要という結論でし
た。歯周ポケット内の炎症性物質および歯周病原性細菌は、脳内のさまざ
まな部位に悪影響を及ぼす他、悪影響を生じさせる物質の濃度を上昇させ
てしまうということになります。
　認知症は、脳血管疾患や骨折と共に寝たきりの危険因子ともいわれてい
ます。寝たきりになってしまうと、本人だけでなく家族やその周りの人々
にも大きな負担がのしかかってきます。運動や脳を使うトレーニングな
ど、あらゆる面で健康に気を付ける必要がありますが、まずはお口の健康
についてもう一度考えてみてはいかがでしょうか。虫歯・歯周病を防ぐた
めの毎日のブラッシングに加えて、多くの方が“何とかしなくては !”と考
えている喫煙の問題について、もう一度改めて考えてみましょう。

公益社団法人 松戸歯科医師会　  http://matsudo.cda.or.jp/

禁煙したいあなたをサポート！　
 http://www.city.matsudo.chiba.jp/
iryoutoshi/healthcare/kinen/index.html

市ホームページ

※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。

●東部健康体操クラブ
月4回㈭14時～15時30分 東部ス

ポーツパーク体育館 50歳以上 月
2,000円 1,000円 七

しち

田
だ

☎392－
9477
●松戸子どもの本ネットワーク（読み
聞かせボランティア）
第3㈬10時～13時他 子ども読書

推進センター他 年1,500円 青柳☎
368－7776
◆むつみ健康体操会
第1除く㈪13時30分～15時 六実

市民センター 月1,500円 1,000円
倉澤☎347－5314
◆朗読の会ラズベリー
第4㈯13時30分～15時 家庭文庫

ピッピ（新京成松戸新田駅下車） 月
800円 1,000円 足立☎368－5334
◆太極拳クラブ放

ファン

松
ソン

㈮10時～12時 杉の子教室（北総
線松飛台駅下車） 月2,000円 伊藤
☎385－3169

減塩食のレシピ配布・試食会
11/18㈯11時～13時 市民活動サ

ポートセンター 先着12人 300円
電話で数値調理会・岩崎☎090－9295－
1387へ
◆子供生け花教室（伝統文化親子教室
事業）
①11/18㈯②12/2㈯③12/16㈯各

14時～15時 ①稔台市民センター②③
八柱市民センター ①②クリスマス花③
お正月花 幼児～高校生（保護者も可）
1回2,000円 華道育成会・藤

ふじ

平
ひら

☎090
－2909－6159
◆だいすき松戸！子どもフェスティバル
11/19㈰10時～15時30分 21世紀

の森と広場つどいの広場 段ボールでお
城づくり&お城こわし、しっぽとりゲーム
他 幼児～小学生（保護者も可） 先着
1,000人 昼食、飲み物、汚れてもよい服
装 200円 当日会場で フェスティバル
実行委員会・小熊☎080－5086－4912
●ターゲット・バードゴルフ体験教室
11/22㈬9時～11時30分 牧の原グ

ランド緑地 松戸市ターゲット・バード
ゴルフ協会・伊藤☎090－4739－3829
◆ソシアルダンスのステップを輪になって
踊ろう !
11/24㈮、12月の㈮13時～15時 明

市民センター B&Gラウンドダンスサー
クル・三宅☎ 367－0141
●一日体験プレーパーク（ロープ遊具・木
工・ベーゴマ・皿まわし・あそぼうパン他）
11/25㈯10時～14時 金ケ作自然公

園 お弁当・水筒・着替え 100円（別途
有料コーナーあり） 冒険遊び場まつど
あそぼうよ・山口☎349－2141
◆つるしびな作り講習会
11/25㈯、12/2㈯・16㈯各13時～

15時 家庭文庫ピッピ（新京成松戸新田
駅下車） 各先着5人 1回1,000円 電
話で同文庫・足立☎368－5334へ
◆人間関係の改善に「心の境界線」講座
11/25㈯13時30分～15時30分 常

盤平団地いきいきサロン（新京成常盤平駅
下車） 先着10人 300円 電話でファ
ミリーネット新松戸・小川☎090－6544
－1856へ
●友愛セール（布製品・おもちゃ・お菓子
等のバザー）
11/30㈭10時30分～12時30分 ま
つど市民活動サポートセンター（上矢切）
松戸友の会松戸方面・木村☎385－

8214（夜間のみ）
◆日本野鳥の会 江戸川探

たん

鳥
ちょう

会
かい

12/2㈯9時松戸駅西口デッキ集合、11
時30分江戸川河川敷解散〔雨天中止〕
同会・鈴木☎362－3714
◆公開講座「花などの自然がもたらす
ストレス軽減効果～脳科学から見た体を
リラックスさせるメカニズム～」
12/2㈯13時30分～15時 千葉大学
園芸学部合同講義室 先着50人 FAXで
同大学同学部学務係 308－8720へ
◆市民公開講演会「生活習慣病を予防
する食生活～食物繊維・機能性農産物
の上手な活用～」
12/2㈯13時30分～15時30分 千葉

大学園芸学部内100周年記念戸定ケ丘
ホール 先着80人 当日会場で 同大学
同学部食品栄養学研究室☎308－8861
◆常盤平7丁目文化展
12/3㈰10時～16時 常盤平市民セ

ンター 常盤平7丁目町会・白石☎090
－3477－2366
●初心者マジック教室〔全3回〕
12/3～17の㈰13時～16時 市民会
館 2,500円 電話で松戸奇術会・岩田
☎388－2783へ
●人形劇・おはなし・あそびの広場 in新
松戸（紙芝居・絵本のよみきかせ・パネル
シアター等）
12/3㈰13時30分～16時 青少年会

館 松戸子どもの文化連絡会・﨑
さき

野
の

☎703
－9897
◆社交ダンスクリスマスパーティ
12/3㈰13時30分～16時30分 勤労

会館 1,000円 ユーカリ・浮ケ谷☎362
－9463
◆大正琴無料ミニコンサートと体験
12/5㈫10時～11時 小金北市民セ

ンター 大正琴を楽しむ会・小林☎090
－1807－1545

地域パートナー初級講座「チョットの
お節介が、人生を豊かにする　地域パー
トナーって何?」
12/5㈫13時～15時 馬橋市民セン

ター 先着15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
◆クリスマスソングを楽しく歌いましょう♪
12/6㈬10時30分～12時 新松戸

幼稚園（JR新松戸駅下車） 先着20人
電話で新松戸女声コーラス・森☎090－
2658－5414へ

◆フレンドシップサークル（英会話）
月4回㈭14時～15時、15時～16時
根本クラブ（根本7の6） 60歳以上
月3,000円 1,000円 倉持☎362

－9393
◆八柱サンジュニアーズ（少年野球）
㈯㈰㈷8時30分～17時30分（季節

により変動。小学3年生以下は半日） 河
原塚小学校他 小学生 月2,000円、年
2,000円 中村☎364－2148
◆松戸ヨガクラブ
㈭13時20分～14時50分 まつど市

民活動サポートセンター 月2,000円
1,000円 守屋☎080－6702－2308
◆いけばなサークル
㈪13時30分～15時 ゆうまつど
月2,000円 1,500円 浮

うき

中
なか

☎090
－2313－5951
◆根木内ジョリーコーラス（女声）
㈮14時～16時 小金原体育館

月4,000円 1,000円 高橋☎343－
1506

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）

◆「花
はな

育
いく

」みんなでお正月飾り作り
12/10㈰10時～11時 ケヤキッズ保

育園（旧古ケ崎南小学校敷地内） 先着
40人（小学生以下は保護者同伴） 2,000
円 電話で同園・水

みず

間
ま

☎703－8805へ

●「歌と踊りの競演」松戸民演発表会
12/10㈰10時～19時 森のホー

ル21 松戸民演連盟・成
なる

嶋
しま

☎341－
3572

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

講座名 日時 午前= 9:30～12:30 　　　午後=13:30～16:30
初めてのパソコン＆インターネット講座（Windows）12/  4 ㈪～  7 ㈭　午後
Wordを使った文書作成講座 12/12㈫～15㈮　午前
Excel を使った表計算講座 12/  4 ㈪～  7 ㈭　午前
Excel 応用講座（Excel 経験者） 12/  9 ㈯・16㈯　午前・午後
Excel 活用講座（Excel 経験者） 12/12㈫～15㈮　午後
PowerPoint 基礎講座（Word経験者） 12/18㈪～21㈭　午前
Access 基礎講座（Excel データベース経験者） 12/18㈪～21㈭　午後

※開催日の7日前に申し込みが1人以下の場合は中止。※受講費用の一部を助成する
若年者職業訓練講座助成金制度の詳細は、電話で商工振興課☎711－6377へ。
 受講料を添えて、直接同センター（小金原1の19の3、☎349－3200）へ

松戸地域職業訓練センター講座のお知らせ
Windows7使用

要申込
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）

●広報まつど　2017年（平成29年）11月15日

11



　

両親に松戸を紹介
　数カ月ほど前、私の両親が遠くオーストラ
リアから遊びに来てくれました。松戸には2、3
日しかいなかったのですが、私の第二の故郷を
彼らに紹介することや、市内の日常生活を経験
してもらうことを長い間楽しみにしていまし
た。松戸の中心街の見どころ｜戸定邸、松戸神
社、江戸川沿い、お店やレストランなど｜に一
緒に行って、季節を活

い

かした梨もぎも体験で
きました。今でも松戸の梨の巨大さについて
熱く語っているそうです !
　巨大な果物に加え、松戸市について他にも
さまざまな印象を持っていました。父は、細い
路地に立つ家とスペースの賢い活用術に魅了

され、母は中
心街に繋がる
数々の電車・
バス路線を
羨
うらや

ましがって
いました。そ
して、地元の
人々のエネル
ギーと温かさ
にも感心しきりで、「都会のように感じても、お
もてなしでいっぱい ! 」と結論を出しました。
　兄のような存在である東京がすぐそばにある
ため、地元を軽く見る傾向があるかもしれませ
んが、市外の友達を遊びに招待してみませんか。
松戸には魅力がまだまだたくさんありますよ !

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!

Showing my parents around town
Just a couple of months ago my parents came to visit me all the 
way from Australia. I had long been looking forward to showing 
them around my adopted home town and seeing them experience 
my daily reality, if only for a few short days. We covered the 
downtown highlights closest to my home － Tojo-tei House, 
Matsudo Shrine, the Edogawa River, and local shops and eateries, 
before squeezing in a spot of seasonal pear-picking. They are still 
raving about the sheer size of Matsudo’s pears even now!
Enormous fruit aside, Mum and Dad made some interesting 
observations about the city. Dad was fascinated by the compact 
homes and the intelligent use of space, while Mum envied the many 
train lines and bus services connecting downtown Matsudo. They 
also commended the warmth and enthusiasm shown to them by 
local people. “It’s both urban and friendly!” they concluded.
With big-brother Tokyo just next door, it can be easy to downplay 
the local area. But why not extend an invitation to your out-of-town 
friends? There is so much on offer right here in Matsudo.

舞
まい

妓
こ ふく音

ね

さん

幼い頃の夢を叶
か な

え、
雅
み や び

と伝統の世界へ

雅な舞を披露するふく音さん

梨もぎ体験中。エリンの父（左）・
母（中央）・吉乃園の真嶋さん（右）

気軽に連絡してください！　Please contact us anytime!
mccir@city.matsudo.chiba.jp （English・日本語・Español・Tiên gViêt= OK!）
文化観光国際課☎366－7327

Matsudo City International Portal

12月27日開院
 松戸市立総合医療センター
ロゴマーク決定

　6月1日から7月14日の間、ロゴマーク
を募集しました。全国から361点の作品
の応募をいただきました。たくさんのご応
募、ありがとうございました。
　厳正なる審査の結果、長崎市在住のデ
ザイナー・草野敬一さんの作品が最優秀
賞（採用作品）に決定しました。

作品の説明
　松戸市立総合医療センターのイニシャルであるMをベースに、基本理念
にある“すべての人に「来てよかった」と思われる病院”から連想される生
命・優しさ・安心感をハートの形で表現しました。また、8つの基本方針を
実践し、地域の中核的な病院としての役割を果たしていくには、人と人と
の繋

つな

がりが根底にあると連想し、人が支え合う姿もイメージしました。

新病院開設課☎301－7311
※11月20日㈪に、「広報まつど 新病院特集号」を発行します。
市立病院経営企画課☎363－2206

2016年の10月15日に挙式し、今年の
10月15日に元気な男の子が生まれました！

特別な日に来てくれた宝物です。

幸せアルバム

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

大
おお

久
く

保
ぼ

廉
れん

さん・有
ゆ

希
き

子
こ

さん

明るい社会づくりポスターコンクール
入賞者が決まりました
　青少年健全育成の一環として行った市内小・中学生対象のポスターコンク
ールで、銀賞以上を受賞した作品を展示します。
日時11月20日㈪～12月1日㈮8時30分～17時（初日は10時から、最終日
は15時まで）　会場市役所1階連絡通路　テーマ思いやり　応募数2,257点
（56校）

明るい社会づくり運動松戸協議会☎365－7389

松
まつ
本
もと
存
ぞん
さん（柿ノ木台小5年）

木
き
寺
でら
花
か
梨
りん
さん（六実第二小6年） 阿

あ
部
べ
礼
れい
史
じ
さん（第四中1年）

仲
なか
村
むら
進
しん
太
た
さん（第四中2年） 光

こう
同
どう
寺
じ
咲
さ
希
き
さん（牧野原中3年）

市長賞受賞者

　京都の五
ご

花
か

街
がい

の一つ、宮
みや

川
がわ

町
ちょう

の舞妓で、松戸市出身のふく音さん。今では
たった70人ほどしかいない舞妓の中で、唯一の千葉県出身者でもあります。
　舞妓に憧れるようになったきっかけは、小学生の時に見たテレビ番組だそ
うです。母の影響で3歳から日本舞踊を嗜

たしな

んでいたこともあり、画面に映る舞
妓の姿に惹

ひ

き付けられました。そして決め手は、通っていた古ケ崎中学校の
修学旅行で訪れた京都。「宮川町で生の舞を見て、ここで舞妓になりたいと
思いました」と、卒業式の2日後から京都で修業を始めました。
　同級生たちが高校などに進学する中、舞妓の道を選んでから4年近くが経

た

ち、
現在は忙しく修業の日々を送っています。昼間は
舞・三味線・唄・お囃

はや

子
し

などの稽
けい

古
こ

、夜は「お座
敷」と呼ばれる宴会を回り、舞などを披露して場を
盛り上げます。多いときは一日に3軒のお座敷を
回ることもあるそうです。「高校生になっていたら
出会えなかった人たちに巡り合えた。プロ中のプ
ロに教えてもらえて、たくさんの舞台に立ち、たく
さんの人に見てもらえています」とうれしそうに話
します。また、これまでの修業では、京都弁を覚え
ることが大変だったと教えてくれました。ふとした
拍子に戻ってしまうことがないように、今でも普段
から京都弁で話すように意識しているそうです。
　今後の目標は「今以上に芸

げい

事
ごと

に取り組んでいき
たい」と、たおやかに、けれど力強く話すふく音さ
ん。舞妓と呼ばれるのは、芸

げい

妓
こ

を目指して修業し
ている約5年間だけ。実力が認められれば20歳前後で晴れて芸妓となること
ができます。芸妓・舞妓の先輩「お姉さん」たちの芸にかける熱意を間近で見て
いることもあり、そのまなざしからは並々ならぬ意気込みを感じます。幼い
頃の夢を叶えたふく音さんは、さらなる高みを目指して今日も芸を磨きます。

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

2017.11.15
（平成29年）

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。


