
4月7日㈯11時～19時
　  8日㈰10時～18時

4月1日㈰
10時～15時〔雨天決行〕

4月7日㈯・8日㈰各9時～17時

常盤平さくらまつり

国分川桜まつり

六実桜まつり

日本の道100選のさくら通りに約600本

自然豊かな河川敷に続く桜並木

どこまでも続く桜並木

内容各種パレード・イベント、チャリティライブ
他（露店は各日終了1時間前に閉店）
※会場内では、常
盤平・牧野原・第
四・金ケ作各中学
校、市立松戸高校、
県立松戸国際高
校、ボーイスカウ
トの皆さんが清掃
ボランティアとし
て活躍します。

同まつり実行委員会
　☎090－6527－9348（当日のみ）

交通規制とお願い
●常盤平・六実の2会場は、歩行者天国とするため交通規制を実施
　します。規制解除後約30分間は大変混雑するので、一般車両の通
　行はご遠慮ください。
●常盤平会場では、歩行者天国終了後は線路沿いの道路（歩行者用
　迂

う

回
かい

路）を通行してください。
●各会場に駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
●ごみは各自お持ち帰りください。
●内容等は、天候などにより変更・中止となる場合があります。

内容 和名ケ谷中
学校吹奏楽部の
演奏、焼きそば・
焼き鳥の販売他

内容パレード、六
実音頭、サンバ、カ
ラオケ大会、プロ
歌手ライブショ
ー、地元芸能、フリ
ーマーケット他
同まつり実行

　委員会☎385
　－2273

会場および交通規制
（4月7日㈯10時30分
～19時、8日㈰9時
30分～18時）
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　車窓から眺める桜、いつもの散歩道で見上げる桜、
そして桜まつり。あなたもお気に入りの桜を探しに出
かけませんか。
文化観光国際課☎366－7327

　（一社）松戸市観光協会ホームページ
　 https://www.matsudo-kankou.jp/

小金城趾駅

幸谷駅

北松戸駅

馬橋駅

新松戸駅

八柱駅

矢切駅 北総線北総線

常盤平駅

元山駅新八柱駅

東松戸駅

松戸駅

国道464号

新京成線
国
道
６
号

流
鉄
流
山
線

流
鉄
流
山
線

東
武
ア
ー
バ
ン
パ
ー
ク
ラ
イ
ン常

磐
線

武
蔵
野
線

江
戸
川

江
戸
川

小金城趾駅

幸谷駅

みのり台駅

松戸新田駅

上本郷駅

五香駅

松飛台駅

東松戸駅

東
武
ア
ー
バ
ン
パ
ー
ク
ラ
イ
ン

松飛台駅

秋山駅

北小金駅

六
実
駅

新
坂
川

JR JR

東漸寺

戸定が丘歴史公園
旧徳川昭武庭園
（戸定邸庭園）

八柱～常盤平～五香
さくら通り

八ケ崎
さくら通り

伝法寺

八柱霊園

栗山浄水場

常盤平
団地

国分川

新坂川沿い

六実
さくら通り

松戸の
桜スポット
松戸の
桜スポット

　 マーク以外にも、市内各地で
桜を楽しむことができます。

戸定が丘歴史公園
旧徳川昭武庭園
（戸定邸庭園）
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観光協会ホームページ

満開の桜の街へ

笑顔も満開！

桜まつり

さ あ 、出 か け よ う

4月7日㈯〔雨天時は4月8日㈰〕
10時～16時15分

八柱さくらまつり
電車を降りたらすぐ桜

内容 演舞、常盤
平第三小学校金
管バンドのパレ
ード他

東
松
戸
▼

◀みの
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八柱さくらまつり

まつり会場
JR
武
蔵
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線

同まつり実行委員会・金
か ね

本
も と

☎388－3751

4月8日㈰10時～14時

栗山桜まつり
国の登録有形文化財「栗山配水塔」とのコラボレーション

内容 矢切音頭、
矢切ばやし、よさ
こいソーラン他
※配水塔に上がる
ことができます。
※ペット同伴での
入場はできません。
※場内での食事・飲
酒はできません。
文化観光国際課☎366－7327
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6 面にも桜のイベント情報を掲載しています。

同まつり実行
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　☎090－3228
　－9897
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　本市は平成30年4月1日に「市制施行75周年」
を迎えます。昭和18年4月1日に人口40,433人
で市制を施行した本市は、現在では人口50万人
に近づく大都市に成長しました。これまで本市の
発展に力を尽くされた全ての皆さんに感謝し、未
来へのさらなる発展に願いを込め、市民の皆さん
と共にお祝いしていきます。
　昨年、小金中学校科学部の皆さんが、「ロボカッ
プ2017世界大会」のオンステージパフォーマン
ス部門で世界一に輝きました。また、レスリング
日本代表・須

す
﨑
さき
優
ゆ
衣
い
さんが世界選手権で金メダ

ルを獲得、第五中学校在学のハッサン・ナワー
ルさんが全日本中学校陸上競技選手権大会女子
200メートルで優勝、箱根駅伝で本市の出身者

まちづくりに対する
基本的な考え方

　「松戸市人口ビジョン」の実現のため策定し
た「松戸市総合戦略」では、5カ年に取り組む
べき政策目標・施策をまとめ、4つの基本目標
を設定しています。

松戸市総合戦略 基本目標1
子育て・教育・文化を軸とした
都市ブランドづくり

　子どもたちと、その親の世代にとって魅力的
なまちづくりを進めることが、活力のあるまち
を持続することにつながると考えています。
　子育てに関しては、子どもたちを元気に育
てる環境をつくり、家庭中心で行われてきた
保育・教育を社会全体で補えるよう、さまざま
な支援を行っています。
　妊娠・出産・子育て期の支援としては、6～
7カ月乳児健康診査を開始し、1歳未満の乳児
健康診査を3回に増やした他、人口45万人以
上の自治体では初となる、おたふくかぜ2回接
種、ロタウイルス、B型肝炎3種類の任意予防
接種費用の一部助成を行っています。また、
予防接種のスケジュール管理や母子健康手帳
の記録などをサポートする「まつ
どDE子育てアプリ」を昨年12
月から導入しました。市内3カ
所の保健福祉センターに併設し
た子育て世代を包括支援する「親
子すこやかセンター」には、全
国初となる、保健師・助産師・社
会福祉士といった3種類の専門職
種が専任で対応する体制を整え、さまざまな
相談支援を行っています。乳児家庭全戸訪問
時に絵本をプレゼントする「ブックスタート」
や、お母さんと赤ちゃんの心身ケアや育児を
サポートする産後ケア事業を宿泊型・訪問型・
日帰り型の3つの方法で行っています。
　保育環境では、昨年6月に市内全駅の駅前・
駅
えき

中
なか

における小規模保育施設の整備が完了

し、市内に県内1
位となる61カ所
の小規模保育施設
を4月に整備完了
予定です。市内の
保育施設で働く保
育士には、新卒
保育士個人に給付する月額上限30,000円の家
賃補助や、給料とは別に勤続年数に応じて毎
月45,000円～ 72,000円を上乗せする「松戸手
当」の支給を始めました。3歳児以降では、幼
稚園での預かり保育実施園が12園となり、保
護者には、預かり保育を利用しても保育園で
の保育料とほぼ同じ負担額となるよう、最大
月25,000円まで助成することで、保護者が就
労していても幼稚園での教育を選択できる環
境を整えています。
　乳幼児期の支援としては、おおむね3歳ま
での乳幼児と親の遊び場を市内23カ所に設置
し、子育ての悩みや疑問を相談できる子育て
コーディネーターが常駐しています。未就学
児の一時預かり施設や、病気や病気の回復期
の児童を預かる病児・病後児保育室も整備して
います。
　昨年オープンした総合医療センターには、
産科一般病棟や小児病棟と同じ階に新生児集
中治療室、継続保育・新生児治療回復室、小児
集中治療室を備え、東葛北部保健医療圏で初
の地域周産期母子医療センターや、小児医療
センターを設置し、24時間安心できる小児医
療体制を実現しています。建物内に設置した夜
間小児急病センターでは、夜23時まで小児科医
が診察する体制を整えています。
　教育環境では、全公立保育所に通う5歳児へ
の月1回の英語あそび活動から、中学3年生ま
での10年間を見通した英語教育を推進してい
ます。英語実態調査によると、本市は小・中学
校ともに全国平均を上回り、中でも中学3年生
は市内全校で全国平均を上回っています。
　文化に関しては、2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会の事前キャンプを実

「生まれ育ったことに誇りを持てる松戸」を目指して

市議会で施政方針を発表する本郷谷健次市長

施することに関
する覚書をルー
マニアオリン
ピック委員会と
交わしました。
また、松戸宿の
歴史と伝統を踏
まえ、一宿一芸をコンセプトにアーティスト
の国際的な滞在制作拠点を目指すパラダイス
エアでは、昨年48組のアーティストが滞在制
作し、世界と松戸をアートでつないでいます。
　今後も「共働き子育てしやすい街」全国編1位
との評価に見合い、結婚・出産・子育てを希望
する世代にさらに選ばれるよう、利用者の目線
に立ち、本市ならではの施策を展開します。

松戸市総合戦略 基本目標2
高齢者がいつまでも
元気に暮らせるまちづくり

　多くの市民が持つ「可能な限り、住み慣れた
自宅や地域で生活し続けたい」との希望を実現
するため、介護が必要になったり病気になった
りしたときに必要な医療・介護・予防・住まい・
生活支援が一体的に提供される仕組みが、地域
包括ケアシステムです。市では、高齢者の総合
相談窓口であり、地域包括ケアシステムの要と
なる「高齢者いきいき安心センター（地域包括支
援センター）」を町会・自治会連合会や地区社会
福祉協議会の区
割りと同じ15圏
域に設置し、市
役所内には、市
直営の基幹型地
域包括支援セン
ターを設置しま
した。
　このシステムを深化・推進し、地域共生社会
を実現するためには、高齢者いきいき安心セ
ンターを中心に、医療機関や介護サービス事
業者、はつらつクラブ・社会福祉協議会・民生
委員・ 町会・自治会・ボランティア等地域で関

が 7人も登録メンバー入りするなど、本市ゆかり
の若者たちが大活躍しています。
　また、最近の出来事として、子育て関連では、
日本経済新聞社関連の調査「共働き子育てしや
すい街ランキング2017」の全国編で1位、グラ
ンプリに輝きました。待機児童ゼロを2年連続
で達成したことや、放課後児童クラブを公立全
小学校の校内などに設置したこと等、本市の子
育て環境の良さが評価されたものと思います。
　音楽関連では、全日本吹奏楽コンクール全国
大会で第四中学校・小金中学校が金賞、日本管
楽合奏コンテスト全国大会で第一中学校・第四
中学校・第六中学校・小金中学校・小金南中学
校が最優秀賞を受賞しました。5つもの中学校
が金賞・最優秀賞を同時に受賞したのは全国で
本市だけです。
　医療関連では、昨年12月に東葛北部保健医
療圏を代表する「松戸市立総合医療センター」が
千駄堀に移転・開院しました。本市は、高度な
医療を担う多くの総合病院などの医療資源に恵
まれ、中でも心臓カテーテル手術の件数は全国
第1位です。
　このように、松戸として誇れるものが「子育て

しやすい街まつど」「音楽の街まつど」「健康医
療都市まつど」といった形で花開いてきたと言え
るようになってきたと思います。
　さて、日本の将来推計人口は、2053年には
人口が1億人を割り、年少人口が全体の10.5%
と減る一方、65歳以上の人口が 38%を占め、
生産年齢人口は2015年と比べ約3分の2に減
少する推計となっています。少子高齢の人口減少
社会は、本市も例外ではなく、前回の推計では、
本市の人口は2040年に約414,000人になると
の予測も出ています。
　一方、「松戸市総合戦略」に基づき、本市は人
口減少克服のため、さまざまな施策を進めてき
ました。その結果、人口は平成 30年2月時点
で488,552 人と引き続き増加し、15歳未満の
年少人口は、東日本大震災直後は年間約800人
の社会減でしたが、平成29年は31人と微増な
がら2年連続の社会増に転じました。
　これからも本市が持続的に発展するためには、
東京に近い地理的特性などをいかし、本市に住
む若い人たちの減少を将来にわたって食い止める
手立てを今後も堅持していく必要があると感じて
いるところです。

平成30年度　施 政 方 針 　2月22日の市議会3月定例会において、本郷谷市長が平成30年
度の施政方針演説を行いましたので、その概要をお知らせします。

ルーマニア選手と関係者小規模保育施設

●広報まつど　2018年（平成 30年）3月15日

2 2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。

介護予防のための体操教室



わる皆さんと一体になり、地域力を高めてい
くことが欠かせません。
　同時に、高齢になっても元気に暮らしていく
ためには、心身ともに自立し、健康的に生活で
きる期間である健康寿命の延伸が重要と考えて
います。本市では、平成28年にスタートした「ま
つど健康マイレージ事業」により、市民自ら健
康維持に取り組むことを推進しています。ま
た、千葉大学予防医学センターとともに、都市
型介護予防モデル「松戸プロジェクト」を実施
しています。企業から退職した高齢者が多い都
市部にある本市ならではの、住民主体での介護
予防活動を推進しています。
　また、病気になっても住み慣れた地域で暮
らすことができるよう、松戸市医師会の協力
により、高齢者いきいき安心センターごとに
相談支援・訪問支援を行う地域サポート医を配
置しています。地域サポート医を配置してい
るのは全国で本市のみです。
　今後も、高齢者の社会参加への支援や就労機
会の確保といった、高齢となっても健康で生活
できるための取り組みを地域の皆さんと推進し
ていきます。また、要介護状態となっても住み
慣れた地域で暮らし続けられるよう、小規模多
機能サービスや定期巡回・随時対応サービスの
整備・普及を推進していくことで、医療や介護
が必要になっても安心して生活し続けられる
環境を整備していきます。

松戸市総合戦略 基本目標3
まちが再生し、
賑
に ぎ

わいのあるまちづくり
　本市の人口は、高度経済成長期の約20年の
間に30万人を突破し、その後も首都圏での人
口増を背景に、都市の成熟が進みました。
　今後、ファミリー層をはじめとした人々に選
ばれ、転入者が増える街とするためには、賑わ
いのあるまちづくりを進める必要があります。
　平成27年に開業した「上野東京ライン」は、
昨年10月のダイヤ改正で、東京駅・品川駅へ
直通する列車数が大幅に増加し、さらに利便
性が向上しました。計画から50年かかった高
速道路「東京外かく環状道路」は、6月までの
開通を予定し、本市初の「松戸インターチェン
ジ」が設置されることで、アクセスの向上が
期待できます。開通する東京外かく環状道路
と成田空港を最短で結ぶ北千葉道路は、県が

　英語を母国語としない人向けの英語指導法 
　「TESOL指導法」を導入
　・英語学習初期に効果のある、発音とつづ
　りの規則性の指導法「シンセティック・フォ
　ニックス」の導入準備

● 学校支援人材の派遣による特色ある学校づくりの推進
〔重点２〕子どもの成長・自立を図る特別支援
　　　　教育の充実
● スクールソーシャルワーカーの学校固定
配置による福祉的支援体制の充実

● 特別支援学級の新設や、補助教員・補助
員等の増員

● 読みのつまずきへの早期予防・早期支援
となる「読み書きツールMIM」の導入

● 従来の看護師配置に加え、巡回指導医の
派遣による、医療的なケアを必要とする
児童生徒への支援体制の充実

〔重点３〕豊かな心・健やかな体の育成
● 生徒指導の充実
● 道徳教育の推進
● 訪問相談員配置による不登校児童生徒の支援
● 学校教育相談員の配置による教育相談の充実
● 安全を第一に考えた、校庭遊具更新など

【方針１】生涯学習の推進体制の充実
〔重点１〕幼児家庭教育の推進ならびに家庭・
　　　　地域の教育力の向上
● 幼児期の家庭教育の支援の充実
● 子育てや家庭のあり方などの学習会を開催

〔重点２〕市民の学習機会の充実と学習成果を
　　　　 地域に活

い

かす仕組みづくり
● 東松戸図書館（地域館）の開設準備
● 青少年に向けた学習機会の提供

【方針２】子どもたちの個性や能力を伸ば
す学校教育
〔重点１〕確かな学力を育む学校教育の充実

● 言語活用科の推進
　・より質の高い授業展開を実現するために、　

市議会で教育施策方針を発表する伊藤純一教育長

環境アセスメントおよび都市計画変更の手続
きに着手しました。
　これらの交通基盤の整備が移動時間の短縮
につながることで、東京に隣接している本市
の立地条件の良さを、市民や本市を訪れる皆
さんに感じていただけるのではないかと考え
ています。
　「松戸駅周辺まちづくり基本構想」の進

しん

捗
ちょく

に関しては、今年度末までに新拠点ゾーン整
備基本構想を策定します。松戸駅周辺地域
は、全国から新たな街の魅力を引き出すデザ
インやアイデアが寄せられる「まちの活性化・
都市デザイン競技」の対象地域として選定さ
れ国土交通大臣賞等が授与される予定であ
り、昨年12月には国から都市再生緊急整備地
域の候補として選定されるなど、民間活力を
中心とした都市再生を推進する機運が高まっ
ています。松戸駅西口駅前広場では、エレベー
ター・エスカレーターが6月までの完成を予
定し、JR松戸駅構内では、来年度末からエ
スカレーターな
どが順次供用開
始される予定で
す。こうした取
り組みを進める
ことで、将来の
松戸にふさわし
い松戸駅周辺地域を皆さんと共に作り上げて
いきたいと思います。
　また、他の地域においても、地域の皆さん
と共に魅力向上のための検討を行うなど、市
域全体の魅力を高めるまちづくりを進めてい
きます。

松戸市総合戦略 基本目標4
経済が活性化し、安心して
働けるようになるまちづくり

　3月の伊勢丹松戸店の営業終了を前に、本市
の中心市街地の活性化は急務であり、緊急事
態ととらえています。人々が松戸に来たくな
るような仕掛けや、訪れたくなる店舗等を呼
び込むことで、中心市街地に新たな賑わいが
生まれるよう、さらに力を注いでいきます。
　本市の昼夜間人口比率は約82%となってお
り、昼間に人が集まり、まちの賑わいを取り
戻すには、雇用の創出を市を挙げて進めるこ
とが重要と認識しています。

　昨年閉鎖した北部市場跡地には、複数の大
型店と専門店が集積した商業施設が平成30年
度に着工される予定です。
　また、本市のコンテンツ産業振興事業の担い
手として、平成28年に設立された松戸コンテン
ツ事業者連絡協議会は、現在34事業者が参画
しています。コンテンツ産業といえば松戸とい
う認知を得られるよう、東京ゲームショウやコ
ミックマーケットなどの全国的に注目を集める
イベントへの出展を行っています。
　このように、地域での雇用の創出につなが
る動きや、働きやすくするための環境を整備
することで、地域経済を活性化し、本市で自
分らしく働きたいと望む皆さんの希望がかな
えられるようにしていくための努力を続けて
いきます。
　安全・安心なまちづくりでは、昨年3月には
大変痛ましい事件がありましたが、地域の皆
さんが見守り活動を全市的に行っていただい
たこともあり、平成29年の犯罪の認知件数は
4,355件と、昨年に比べ14.7%の大幅な減少と
なりました。今後も皆さんとともに、防犯へ
の取り組みを引き続き行っていきます。

「生まれ育ったことに誇りを
持てる松戸」を目指して

　本市では、若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえられる「子育てしやすいまちづく
り」を市の最重要施策の一つとして掲げ、子
育て世代に選ばれるまちづくりを進めてきま
した。「共働き子育てしやすい街ランキング
2017」全国編1位を受賞し、生産年齢人口の増
加や、年少人口が社会増に転じたことは、そう
した取り組みが市内外の皆さんに評価されてい
るものと感じています。
　本市のさまざまな取り組みや魅力を市内外
の皆さんにお伝えするシティプロモーション
を推進し、テレビをはじめとするメディアで
松戸が取り上げられる機会が増えてきまし
た。今後も市民の皆さんの活躍する姿が取り
上げられることなどで、市への愛着心が高ま
り、松戸を全国の皆さんに知っていただける
ようなプロモーションを展開していきます。
　また、自動車の「松戸ナンバー」実現に向け、
2月に導入申込書を提出しました。国の審査を

平成30年度 
教育施策
方針

松戸駅西口駅前広場 整備後イメージ

　による体力づくりの推進
〔重点４〕将来を見据えた松戸の教育の創造

● 公立夜間中学の開設準備
● 幼保小中高の連携に向けた研究の推進
● 魅力ある学校づくりに向けた「市立高校改
革プラン」の推進と教育環境の整備

● 地域との協働による松戸版コミュニティ・
スクールの推進

【方針３】社会教育の振興
〔重点１〕豊かな文化芸術の振興と観

み

る力・
　　　　　感じる力・表現する力の育成

● 市民や子どもたちが、多様な舞台芸術や文
化芸術、歴史文化に触れる機会の充実

● 戸定邸庭園などの歴史的文化遺産の環境
整備

〔重点２〕魅力あるスポーツ環境の創造および
　　　　市民スポーツ活動の振興
● スポーツを通じた文化交流の推進
● スポーツ環境の整備

【方針４】教育環境の整備・充実
〔重点〕安全・安心・快適な学校づくりの推進

● 学校施設の老朽化対策の推進
● 学校における教職員の働き方改革の推進

4面へ続く
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平成30年度当初予算（案）

◎ 歳入
　景気は緩やかな回復基調にあり、歳入の
根幹をなす市税全体では、前年度より3億
円増の678億円を見込んでいます。

◎ 歳出
　構成割合は、民生費が50.2%と最も高く、次いで衛生費の10.7%、土木費の9.2%の順となって
います。今後も、経費節減や事業の見直しを実施しながら、自主財源と健全財政の確保に配慮しつ
つ、本市が将来的に発展していくため、優先度の高い施策には積極的に投資していきます。

新年度の一般会計予算は、前年度より1.5%増加の1,480億円を計上しました。

新年度の主要な施策
子育て・教育・文化を軸とした
都市ブランドづくり

◎子育て・教育
● 小規模保育施設を10カ所整備
● 幼稚園での預かり保育を社会福祉法人に委託でき
る仕組みの導入

● 新松戸駅前に幼稚園へ
の送迎保育ステーション
を開設

● 保育士を目指す学生へ
の修学資金貸付制度を
導入

● 市内幼稚園で働く教諭
補助者への免許取得費
用一部補助

● おやこDE広場と子育て支援センターを未整備地区
に開設

● 常盤平児童福祉館を改修、おやこDE広場と乳幼児
の一時預かりを開始

● 放課後児童クラブの定員を拡大
● 放課後KIDSルームの開設校を20校から23校に拡大
● 医療的ケア児に対応できる介護職員や看護師・相
談支援専門員を養成

● 放課後や夏休み期間中などの子どもの孤立を防止
し支援するため、「中学・高校生の居場所作り」を
市内5カ所で実施

● 生活困窮世帯・ひとり親家庭などの児童・生徒へ
の学習支援事業において、小・中学生クラスを1カ
所増設、高校生クラスの開催を週2回に増加

● スクールソーシャルワーカーの固定配置を中学校3
校に拡大

● 図書館本館3階にWi-Fi環境を整備

◎文化
● 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大
会のホストタウンとして、ルーマニアおよびドミニ
カ共和国と、事前キャンプ実施に向けた具体的な
交渉を推進

● ドミニカ共和国への梨
栽培の専門家派遣と担
い手の育成支援

● 市内にある観光コンテ
ンツを訪日外国人誘致
につなげる取り組みに着
手

● 日本語版・英語版に加え、新たに中国語版・ベトナ
ム語版の観光ガイドマップを製作

● 戸定邸庭園の復元工事完了の記念行事・企画展を
実施

● 21世紀の森と広場と森のホール21・博物館・戸定
歴史館との連携によるイベントを実施

高齢者がいつまでも
元気に暮らせるまちづくり

● 健康都市連合日本支部の総会を主催し、本市の取
り組みを全国にPR

● 運動公園や親水施設「川の一里塚」（樋野口）に健康
遊具を設置

● 企業・団体等で構成する「健康松戸21応援団」と
協働し、健康マイレージ事業を周知・拡大

● 特定健康診査や人間ドックを受診し、条件を満たし
た40歳以上の国民健康保険被保険者にクオカード
を付与

● 50歳以上の市民が、胃がん検診の際に胃内視鏡検
査を隔年で選択できるように変更

● 基幹型地域包括支援センターを福祉の丸ごとワン
ストップ相談窓口としてリニューアルし、多職種の
専門職を配置

● 松戸市医師会への委託を通じて、在宅医療・介護
連携支援センターを創設

● 町会・自治会の集会所整備を補助
● 小規模多機能サービスの整備・普及を推進するた
めの補助制度を充実

● 特別養護老人ホーム100床を整備
● 認知症初期集中支援チームを7チームに拡充

まちが再生し、
賑
に ぎ

わいのあるまちづくり
● 新拠点ゾーン（相模台）における基本計画の策定に
着手

● 都市再生緊急整備地域の候補として選定されたこ
とを受け、「産官学金」による準備協議会を設置し、
具体的なエリアや都市再生の目標・方針となる地域
整備方針案を検討

● 松戸駅西口駅前広場で整備しているエレベーター・
エスカレーターを供用開始

● 矢切地区観光拠点の都市公園や関連道路の詳細設
計を実施

● 新松戸駅東側約3haの土地区画整理事業を推進
● 常磐線快速列車の新松戸駅停車に向けた調査研究
● 千駄堀地域の新規市街地整備の実現に向けた基礎
調査を実施

● 松戸駅西口・東口、馬橋駅東口、六実駅、北小金
駅周辺の良好な市街地形成に向けた取り組みを推
進

● 都市計画道路3・4・35号和名ケ谷紙敷線の事業
完了

● 都市計画道路3・3・6号三矢小台主水新田線の和
名ケ谷区間延伸の早期事業化

● 望ましい都市づくりの将来ビジョンなどを示す、新
たな都市計画マスタープランの策定準備に着手

● UR都市機構から一部住宅を借り上げ、市営住宅と
して供給

経済が活性化し、安心して
働けるようになるまちづくり

● 松戸駅周辺の中心市街地の賑わいを創出するため
のイベントを集中的に実施、モニュメントやイルミ
ネーション等を設置、無料循環バスを運行

● 本市に立地を希望するIT・コンテンツ関連企業に
対する企業立地補助金の補助要件を一部緩和

● クリエイターや経営手腕に優れた人材から学ぶトー

クセッションを開催
● 企業家の育成や新しいビジネスを支援するためのイ
ンキュベーション機能などを持った施設を平成31
年度に開設するための準備

● 自然・科学・芸術をつなぐ国際芸術祭や、コスプレイ
ベントなどのポップカルチャーフェスティバルを開催

● 海外展示会に出展する際の補助を拡充
● 商店街の空き店舗対策として、開店時の店舗改装
費を補助

● 「女性センターゆうまつ
ど」に開設した総合相
談窓口で、新たに就労先
の紹介と起業に関する
相談を開始

● 再就職を希望する女性を
対象とした合同企業説明会を実施

● ねぎ・梨・えだまめを中心とした松戸産農産物のブ
ランド化を促進

● 大会誘致に向け「全国ねぎサミット2018 in 新潟」
に参加

● 旅券事務窓口を平成31年3月に開設
● 北部市場跡地の大型商業施設の立地計画に伴い、
交差点の改良などの渋滞緩和に向けた対策を実施

安全・安心なまちづくりなど
● 市設置型防犯カメラを小学校通学路等33カ所に新
設

● 市民生活安全対策パトロールを朝の児童登校時間
帯に拡大実施

● 警察官OB2人を指導員として配置し、主に駅前周
辺の客引き行為等禁止特定地区（松戸・新松戸・
八柱）の巡回などを実施

● 駅前での放置自転車防止のため、誘導員を増員し、
配置日数・時間を追加・延長

● 中央消防署の現地建て替え工事を継続して実施
● 千葉北西部消防指令センター第2期整備事業を推
進

● 木造住宅の耐震診断・耐震改修助成の対象を拡大
● 一般市道の路面調査を行い、舗装修繕計画を策定
● 松戸新田地域の浸水対策として、雨水幹線を整備
● 五香一号踏切の道路拡幅整備を推進
● 六和クリーンセンターの解体工事を完了し、（仮称）
リサイクルプラザの建設準備を開始

● 一部の燃やせるごみを効率的に搬出するため、資
源リサイクルセンター用地の一部にごみ中継施設の
建設を開始

● 和名ケ谷クリーンセンターの強じん化整備工事を実施
● 家庭からの燃やせるごみの排出方法を4月から認定
ポリ袋に統一

● 東松戸まちづくり用地（旧紙敷土地区画整理65街
区）における公共サービス機能を集約した複合施
設の整備に向けた協議を推進

● 既存公共施設の計画的かつ戦略的な再編整備を推
進するため、基本計画の策定に向けた取り組みを
実施

● 本市にゆかりのある著名人を招き、各専門分野から
の知見による意見を求める懇談会を開催

送迎保育ステーション

ドミニカ共和国での梨の植樹

相談窓口

経て7月ごろに決定・公表され、平成32年度中
の発行開始を見込んでいます。新ナンバーで
は図柄入りのプレートも選択できるため、デ
ザイン案を公募し、市民の皆さんと一緒に松
戸にふさわしい図柄を選び出したいと思いま
す。
　昨年12月に移転・開院した「松戸市立総合医
療センター」ですが、今後は、経営改善をさ

らに推進し、早期に経営を安定させるために
も、戦略的な経営マネジメントを確立し、適
正な医業収益の確保に努めていきます。
　高速道路のインターチェンジをはじめとし
た、松戸のポテンシャルを高めるインフラが
順次整備されてきています。これからもまち
づくりに必要な投資を行うことで、魅力的で
選ばれる松戸を皆さんと一緒に目指していき
ます。

　私は、松戸が今後どのような街を目指すか
を考えるとき、今の子どもたちが成人となり、
さまざまな分野で輝こうとする際に、松戸に
生まれ、育ったことに誇りを持てる街にした
いと感じています。そのためには、10年後、
20年後を見据え、共に前に進めますよう、市
民の皆さんをはじめ、議員各位のご支援、ご
協力を賜りますことをお願い申し上げ、新年
度の施政方針とさせていただきます。

3面から続く
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4 月1日から、各支所では下水道受益
者負担金の支払いはできなくなります
　お近くの金融機関または市役所での納
付をお願いします 下水道整備課経営担
当室業務班☎366－7394

江戸川河川敷スポーツ施設出入り口ゲー
トの開放時間は、4月1日㈰から9月30日
㈰まで、7時30分～18時30分になります
スポーツ課☎703－0601

矢切地区に「サロンわたし」がオープン！
　地域や年齢にかかわらず、誰でも気軽
に参加できる集いの場です。多くの皆さ
んの参加をお待ちしています 第1㈪（初
回は4/2） 矢切高齢者いきいき安心セン
ター隣研修室（総合福祉会館2階） 1回
200円 同センター☎710－6025

元気応援体操DVDを配布しています
　介護予防に役立つ体操や、高齢者が参
加できる活動の場等の情報を盛り込んだ
DVDを無料で配布しています配布場所介
護制度改革課・高齢者支援課・介護保険
課配布枚数先着500枚 介護制度改革課
☎366－4101

新松戸公衆便所がリニューアル
　新松戸駅前に設置してある公衆便所を
改修しました。便器の洋式化やオストメ
イト設備の設
置などによ
り、利用しや
すくなりまし
た 環境業
務課管理係☎
366－7332

子育て中のカラスに注意しましょう
　7月ごろまではカラスの繁殖期です。
親ガラスはヒナを守るため、近づいてく
る人に対して、鳴き声や低空飛行による
威嚇、頭部への攻撃をしてくることがあ
ります。近くに巣やヒナがいる場合があ
るので、近づかずに頭部を守り、その場
を離れましょう　
※ツイッターでカラスに関す
るプチ情報「鳥

とり

説
せつ

」を配信し
ています 環境政策課☎366
－7089

植木の剪
せん

定
てい

（4月～ 6月）
月100件程度 作業内容により積算　

※ごみは自己処理 電話で（公社）松戸市
シルバー人材センター☎330－5005へ

県営住宅入居者募集
受付期間4/1㈰～15㈰〔消印有効〕入居資格
①現に住宅に困窮していて、同居親族が
ある人②所定の方法により算出した月収
が一般=15万8千円以下、高齢者・身体
障がい者等（条件あり）=21万4千円以下
申込書配布3/26㈪ごろから、東葛飾地域
振興事務所・市住宅政策課・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

戦中・戦後の市民生活や戦争に関する
資料の寄贈を募集しています
　寄贈された資料は、平和事業で活用し
ます募集資料日用品、ポスター・ビラ、
軍用品、学用品、防空活動用品等 総務
課☎366－7305

明るい選挙啓発 4コマまんが作品募集
　大賞作品は松戸市長選挙の啓発活動に
活用します テーマ①初めての選挙（18歳
選挙権）②市長選挙 応募資格市内在住・在
学の人 4/12㈭〔必着〕までに、郵送また
はEメールに住所・氏名・年齢（学生は学校
名と学年）・電話番号を記入して、〒271－
8588松戸市役所　選挙管理委員会事務局
mcsenkyokanriiinkai@city.matsudo.

chiba.jp（☎366－7386）へ　※1人2点ま
で応募可

非常勤職員（助産師）募集
勤務日 平日週4日勤務時間 8時30分～16
時30分業務内容子育て世代包括支援セ
ンター（親子すこやかセンター）での相
談・家庭訪問他 応募資格 助産師資格を
有し、市内医療機関に勤務していない人
募集人数 1人 電話で子ども家庭相談課
母子保健担当室☎366－5180へ

理科観察実験アシスタント募集
採用期間5月上旬以降～平成31年2月末
勤務日原則週2日（長期休業期間を除く）
勤務時間8時から16時45分のうち実働7
時間以内（勤務校による）勤務場所市立
小学校業務内容観察実験の準備・片付け・
助手、試薬の調整、理科室整備時給 900
円（別途交通費支給、教員免許保有者は
1,470円） 3/20㈫までに、電話で指導

お知らせ 課☎366－7458へ

（公財）松戸市国際交流協会臨時職員募集
採用日4月上旬予定 勤務時間①9時～13
時②9時～16時45分業務内容事業企画運
営、①経理②中国語通訳応募資格パソコ
ン操作（Excel、Word）を伴う事務経験
があり、①簿記3級以上で経理経験があ
る人②中国語が話せる人 募集人数 各1人
時給①950円②1,000円（社会保険料補
助含む）　※待遇の詳細や選考方法等はお
問い合わせください 3/20㈫までに、郵
送で自筆の履歴書・職務経歴書を〒271
－8588松戸市役所　（公財）松戸市国際
交流協会（☎366－7310）へ

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧期間4/2㈪～5/1㈫（閉庁時を除く）
固定資産税課 運転免許証等、法人の

場合は代表者印、代理人の場合は委任状
（詳細はお問い合わせください）　※自己
所有の固定資産の課税内容は、4/2㈪発
送予定の納税通知書でも確認できます
同課☎366－7323

大規模小売店舗の変更届出の縦覧と意
見書の提出について
縦覧・意見書提出期限 5/14㈪縦覧場所商工
振興課対象店舗イトーヨーカドー八柱店
同課☎711－6377

講座・講演・催し
芸能発表会（民謡・舞踊・カラオケ他）
3/24㈯10時～16時 小金原市民セン

ター 小金原老人福祉センター☎344－
8270

障害や病気をもつ子どもの「きょうだい」
の気持ちを知ろう
3/25㈰①10時～11時30分②13時～

14時15分③14時30分～16時30分（9時
30分開場） 新松戸市民センター ①研
修ワークショップ②座談会③体験企画
障がいや病気をもつきょうだいがいる人
やその保護者、またはその人たちを支援
したい人 ①2,000円③1,000円 Eメ
ールでとうかつきょうだい支援企画実行
委員会 t.kyodaisien@gmail.comへ

市長室ギャラリーを公開します
　松戸美術会、松戸華道協会等の協力に
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 3/27㈫12時～15時 市役所新館5
階市長室 秘書課☎366－7303

松戸子育てカレッジ「子育て広場　おやこ
で“ゆるりん”」
4/2㈪・6㈮・13㈮・16㈪・20㈮ 各

10時～12時　※4/20㈮10時30分～11
時は講座「いっしょにおどろう」を開催
聖徳大学10号館 2歳児までの子と親
各100円 子育て支援課☎366－7347

松戸市介護支援ボランティア登録説明会
　市内高齢者施設・障がい者施設・放課
後児童クラブ等でボランティア活動を行
うと、活動に応じて年間最大5,000円の
交付金または障がい者就労施設の商品と
交換できます ①4/10㈫②5/10㈭③
6/1㈮各13時～15時 ①常盤平市民セ
ンター②市民会館③馬橋東市民センター
市内在住の65歳以上 各先着30人

介護保険被保険者証、印鑑、筆記用具
①4/4㈬②5/2㈬③5/28㈪までに、電話
で(社福)松戸市社会福祉協議会地域福祉
推進センター☎362－5963へ

松戸地域職業訓練センター講座
Word・Excel等のパソコン講座他 各

先着10人 各12,000円（会員各10,000
円） 費用を添えて直接同センター（小金
原1の19の3、☎349－3200）へ

会議
緑推進委員会
3/22㈭14時～16時 市役所新館5階

市民サロン傍聴定員先着10人 みどりと
花の課☎366－7378

男女共同参画推進協議会
3/23㈮14時から ゆうまつど傍聴定員
先着5人（13時30分から受け付け） 男女
共同参画課☎364－8778

子ども・子育て会議
3/27㈫18時30分から 市役所新館7

階大会議室傍聴定員先着15人（18時15分
から受け付け） 子ども政策課☎704－
4007

空家等対策協議会
3/28㈬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時から
13時15分まで受け付け） 住宅政策課空
家活用推進室☎366－7366

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

松戸市環境情報
ツイッター
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　4月1日に市制施行75周年の節目を迎えるにあたり、市内を中心に活動
する団体や事業所・企業の皆さんを対象に、 以下の冠称を付けて実施する
イベントや事業を募集します。一緒に市制施行75周年を盛り上げ、広く市
内外にPRしませんか。

対象事業
①4月1日から平成31年3月31日までに実施する事業
②従来から実施している事業（お祭りや大会・イベント等）や市制施行
　75周年の記念事業として新たに実施する事業
平成31年2月28日㈭までに、市ホームページからダウンロードし

た申請書を直接または郵送・FAX・Eメールで、〒271－8588松戸市
役所　秘書課 366－1177、  mchisho@city.matsudo.chiba.jp
（☎366－7303）へ
※電話でもお申し込みできます（閉庁時を除く）。

　平成29年8月28日から平成29年11
月22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30年1月31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

定期監査
●監査の対象
　市民部（11課）、選挙管理委員会事務
局、環境部（8課）、経済振興部（5課）、
農業委員会事務局
●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、
指摘事項は次のとおり。

＜指摘事項＞

監査結果を公表します
監査委員事務局☎366－7385

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

契約

予定価格の事務処理に
誤りがあったもの 2件

予定価格の設定が適切
でなかったもの 1件

契約書の作成が適切で
なかったもの 1件

契約書の収入印紙額に
誤りがあったもの 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 7件

※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
ジで閲覧できます。

～記念の年を一緒に盛り上げませんか～

●祝 松戸市制施行75周年
●松戸市制施行75周年記念冠称
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問同館☎368－1237

市民会館プラネタリウム室

4月星空観望会 要申込
4月21日㈯18時30分～ 20時30分　内容星空解説と天体望遠鏡を使った
星空観望（雨天・曇天の場合はプラネタリウムのみ）　定員先着80人　費
用無料　※子どもは保護者同伴。
電話で同館☎368－1237へ

★

東松戸ゆいの花公園の講座

3月21日㈷10時～16時〔雨天中止〕　会場松戸競輪場　費用無料
バンク走行体験（①一般車の部②ロード自転車の部）
　自分の自転車でバンク（競輪を行うコース）を走ってみよう！　
※当日申し込み、1回20分、各回先着①20人②15人。 

バンクウオーク
　バンクを歩いて約30度の傾斜を体感しよう！　
※運動しやすい靴をおすすめします。

プロの競輪選手による模擬レース
　勝敗を予想しよう！見事的中した人にはプレ
ゼントがあります。　
※車券の発売はありません。

競輪審判体験
　ジャンと呼ばれる鐘を鳴らしたり、各コーナー
の審判塔に上ったりしてみよう！

バンクDEお絵描き
　1周333mのバンクをキャンバスにして、自由にお絵描きしちゃおう！
※お絵描き用チョークを用意しています。
※その他、競輪ユニフォームを着用しての撮影会、自転車修
理サービス、グルメ屋台出店（有料）などがあります。詳細は
松戸競輪場ホームページをご覧ください。

3月27日㈫10時30分～11時30分
会場同公園マグノリアハウス
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2,000円
電話で同公園管理センター

☎384－4
よ

1
い

8
は

7
な

へ

要申込

プリザーブドフラワーで作るベビーシューズ

戸定が丘歴史公園で桜を見よう
3月26日㈪、4月2日㈪は特別開園
開園時間9時～17時　※戸定歴史館・戸定邸は休館。
戸定歴史館☎362－2050

公営競技事務所☎362－2181

ЁඃௐƵࢫƏ¯
ƤǾȒȘÁǠȎÁǣࢰ

4月15日㈰9時30分樋野口川の一里
塚（松戸駅西口から直進した江戸川
堤防上）集合、11時ごろ解散〔雨天中
止〕　内容野草を観察しながら矢切
の渡しまでの約4kmを散策　定員
先着30人　費用無料
 電話で江戸川を守る会松戸支部事
務局（河川清流課内）☎366－7359へ

要申込 江戸川ハイキング「 ๋ǈƕƐƣƜ」 

　美しく咲いた花の下、100年以上前に造られた千葉大学園芸学部の西欧
風庭園と、与謝野晶子の歌碑を松戸シティガイドがご案内します。
日時3月31日㈯、4月1日㈰各10時、13時〔小雨決行、各15分前から受け
付け、所要時間は約1時間〕　集合場所戸定邸玄関前　費用各200円
松戸探検隊ひみつ堂〔（一社）松戸市観光協会〕☎727－7825

桜の回廊ツアー

4月8日㈰9時30分北総線矢切駅前広場集合、12時30分ごろ里見公園解散
コース栗山配水塔、栗山古墳跡、日

ひ

枝
え

神社、本
ほ ん

久
きゅう

寺
じ

、天
て ん

満
ま ん

宮
ぐ う

、総
そ う

寧
ね い

寺
じ

　
定員先着30人　費用200円
 3月25日㈰〔必着〕までに、はがきに住所・氏名・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〕「栗山の桜」係（☎727－7825）へ

栗山と里見公園の桜を訪ねる 要申込

戸定の茶店
徳川昭武が飲んだコーヒーを味わう
　徳川昭武は1867年パリ万博のため渡欧し、コーヒーと出会いました。
彼が魅せられたコーヒーを再現した「プリンス徳川カフェ」を、桜と共に
お楽しみください。
日時3月24日㈯・25日㈰各10時～16時　会場戸定が丘歴史公園内松雲
亭　定員各先着100人　費用1杯500円（お菓子付き）
松戸探検隊ひみつ堂〔（一社）松戸市観光協会〕☎727－7825

　生育状況を見ながら収穫体験ができます。新鮮なえだまめを家族で味
わってみませんか。
収穫期間6月下旬～7月中旬（天候等により変更となる場合があります）
費用1区画（約12ｍ）3,000円　※今年から、15mから12mに変更となりました。
3月30日㈮〔必着〕までに、はがきに住所・氏名（ふりがな）・電話番

号・農園名・希望区画数を記入して、〒271－8588松戸市役所　松戸
市都市農業振興協議会（農政課内）「えだまめ係」（☎366－7328）へ
※申し込み多数の場合は、1人1区画のみで先着順。
※4月下旬までに案内書を送付します。

4月22日㈰14時～15時30分　会場同市民センター　出演落語家・立
た て

川
か わ

吉
き っ

幸
こ う

氏、春
しゅん

風
ぷ う

亭
て い

昇
しょう

々
しょう

氏、春
しゅん

風
ぷ う

亭
て い

昇
しょう

羊
よ う

氏　対象10歳以上　定員120人（抽選）
費用無料
3月15日㈭9時から4月7日㈯10時までに北部地区市民センターホーム

ページから、または4月7日㈯〔必着〕までにはがきに参加者の住所・氏名・
年齢・電話番号を記入して、〒271－0064松戸市上本郷894の4北松戸
マンション201　㈱東京ドームファシリティーズ松戸事業所
「まつど寄席」係へ　※1回の応募で2人まで。　※車椅子で
の鑑賞を希望の場合は、その旨を記入してください。
北部地区市民センター指定管理者・㈱東京ドームファシリ

　ティーズ☎713－4760

　馬橋東市民センターリニューアル記念イベント
笑う市民センターに福来たる!?

「まつど寄席」 　 

農園名 所在地 募集区画数 品種（予定）
根本農園 幸田 60 月

つき
夜
よ
音
ね

横山農園 旭町 100 サッポロミドリ
恩田農園 旭町 100 サヤムスメ
正木農園 常盤平 100 サッポロミドリ
及
およ
川
かわ
農園 常盤平双葉町 60 サッポロミドリ

飯沼農園 五香西 100 味
あじ
風
ふう
香
か

高橋農園 二十世紀が丘美野里町 110 湯あがり娘
宮山農園 大橋 100 湯あがり娘

えだまめ農園オーナー募集　要申込

北部地区市民センターホームページ

要申込

満開の桜巡り

松戸けいりん
公式キャラクター・
マッピー

松戸けいりんに
遊びにきてね！

サイクルフェスタ

松戸競輪場ホームページ



元気応援くらぶ
　住民が主体的に運営する、介護予防のための「通いの場」です。市内42カ所
で、週1回または月1回以上開催し、体操・茶話会・趣味活動等を行っています。
介護制度改革課☎366－4101
まつど生涯学習大学講座（60歳以上対象）
　地域での活躍を応援するための学習会を開催しています。
生涯学習推進課☎367－7810
介護予防教室・認知症予防教室
　市内15カ所にある高齢者いきいき安心センターで開催しています。
高齢者支援課☎366－7343
無料職業紹介所
　65歳以上の人向けに、市役所本館1階で職業紹介や
生活相談を無料で実施しています。
（社福）松戸市社会福祉協議会☎365－4712
松戸市シルバー人材センター
　働く機会を提供し、生きがいの充実や社会参加を応援します。
同センター☎330－5005

高齢者の元気を応援します！

　飼い犬は、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が必要です。予防注
射は、下表の会場または動物病院で接種できます。
　既に登録をしている場合には、3月中に案内を送付します。
集合注射費用3,500円（注射済票交付手数料含む）　※初めて登録する犬は、
登録手数料3,000円が別途必要です。

開催中止の決定
　雨により中止する場合があります（和名ケ谷スポーツセンターを除く）。その
際は、会場ごとに開始10分前までに決定し、市公式ツイッターや市ホームペ
ージでお知らせします。なお、中止の場合の振替日はありません。
以下に該当する犬は予防注射を接種することができない場合がありますの
で、動物病院にご相談ください
●現在、重い病気にかかっている　●今まで予防注射などで
アレルギーなどを起こしたことがある　●予防注射の際、飼い
主が犬を押さえることができない　●人を噛

か

んだことがある（保
健所に相談してください）　●現在、発情中または妊娠の疑いが
ある　●過去30日以内に獣医師にかかった

日時 会場 所在地

4/ 9㈪
9:50 ～ 10:20 北仲町公園 仲井町1の90
11:00 ～ 11:20 新堀公園 上本郷4221
13:00 ～ 13:40 中和倉公園 中和倉134
14:10 ～ 14:30 二三ケ丘公園 三ケ月1510

4/10㈫
9:40 ～ 10:20 栄町西公園 栄町西1の800の2
10:55 ～ 11:25 広田公園 西馬橋広手町9
13:05 ～ 13:30 三矢小台公園 三矢小台2の3
14:10 ～ 14:30 旭ケ丘第3公園 岩瀬620

4/11㈬
10:00 ～ 11:20 新京成ドッグラン松戸P 高塚新田18の5
13:00 ～ 13:30 もみじ公園 秋山1の13の1
14:05 ～ 14:30 二十世紀公園 大橋小学校の西隣

4/12㈭
9:40 ～ 10:20 稔台公園 稔台2の21
11:00 ～ 11:20 常盤平公園 常盤平松葉町1の1
13:00 ～ 13:40 八柱霊園西門横広場 霊園内ふれあい広場の西側
14:10 ～ 14:30 ひよどり公園 五香西4の44の2（松飛台保育所隣）

4/13㈮
9:45 ～ 10:05 北丘第2公園 五香7の52の1
10:40 ～ 11:25 六実第2公園 六高台2の97
13:10 ～ 13:30 ひばり公園 小金原9の12
14:00 ～ 14:25 ユーカリ交通公園隣広場 小金原1の25（公園の北側）

P…駐車場あり（駐車場がない会場には、車での来場はできません）　
☂…雨天でも実施する会場

日時 会場 所在地

4/16㈪
9:40 ～ 10:05 五香公園 五香西1の21
10:55 ～ 11:20 ふれあい公園 五香5の9
13:00 ～ 13:25 串崎公園 串崎南町305
14:05 ～ 14:30 東部スポーツパーク正門側 東部クリーンセンターの南側

4/17㈫
9:30 ～ 10:20 花之台公園 上本郷3310
11:00 ～ 11:20 中堀込公園 八ケ崎5の35
12:55 ～ 13:20 小金原公園 小金原6の10（公園の南側）
14:00 ～ 14:30 金ケ作公園 常盤平3の27（公園の南東側）

4/18㈬
9:40 ～ 10:25 中金杉公園 中金杉2の48
11:05 ～ 11:30 新松戸第1公園 新松戸1の327
13:10 ～ 13:30 小山雨水ポンプ場 小山183
14:10 ～ 14:30 小根本公園 小根本94の2

4/19㈭
9:40 ～ 10:05 清ケ丘小金公園 小金きよしケ丘2の12
10:45 ～ 11:25 新松戸南公園 新松戸南中学校の東隣
13:00 ～ 13:35 古ケ崎第2公園 古ケ崎3の3383の1
14:10 ～ 14:30 つつみ公園 樋野口563

5/21㈪ 10:00 ～ 11:40 和名ケ谷スポーツセンターP☂ 和名ケ谷1360

 平成30年度
 集合狂犬病予防注射
環境保全課環境衛生係☎366－7336

　高齢者の皆さんが、毎日をいきいきと過ごすために活用できる事業等を紹
介します。
ながいき手帳
　高齢者とその家族向けに施策をご紹介した冊子です。働きたい、ボランティ
アをしたい人向けの「就労版ながいき手帳」もあります。
高齢者支援課☎366－7346
老人福祉センター（60歳以上対象）
　市内に6カ所（常盤平・小金原・東部・六実高柳・矢切・野菊野）あり、教養・
娯楽・入浴・集会・機能回復訓練等に利用できます。
高齢者支援課☎366－7346
はつらつクラブ（おおむね60歳以上対象）
　健康増進・社会奉仕・教養講座・研修旅行・レクリエーション等の活動を通
じ、地域社会との交流と老後の生活を豊かにするため、地域の人たちによって
自主的に組織された団体です。
各地域のはつらつクラブまたは松戸市はつらつクラブ連合会事務局☎343－

　0571

集合狂犬病
予防注射の案内

教室名 日時 会場 講師 対象（学年は新年度のもの）定員（抽選） 費用 締め切り日
運動会直前攻略法！！
～かけっこで速く走れるコツ～

4/14㈯10:00～11:30
〔雨天中止〕

運動公園陸上
競技場 日立物流陸上部 小・中学生 100人 無料 3/27㈫

花摘
つ

みをして押し花作品を作ろ
う☆〔全2回〕

4/15㈰・22㈰
各10:00～11:30 青少年会館 アトリエ「フラワーフラ

ワー」・倉原由加氏 小学2年～中学生 15人 200円 4/ 1㈰

なんでも体験団（青少年教室企
画実行委員会）〔全12回〕

5/12㈯10:00～12:00（以
降、原則毎月第2土曜に開催）青少年会館他 青少年会館職員他 小学3年～中学生 25人 テーマにより実費

4/22㈰目指せパティシエ！母の日企画
☆お父さんとお菓子作り 5/12㈯14:00～16:00 市民会館 NPO子どもっとまつど 小学3年～中学生と男性の保護者 10組 2人1組1,000円

（1人追加500円増）
移動児童館青少年教室～不思
議で楽しい科学工作～

5/15㈫～18㈮
各15:00～17:00

青少年会館樋
野口分館他

元社会教育指導員・
竹内光

みつ

生
お

氏
中学生以下（未就学児
は保護者同伴） 各100人 無料 当日会場で

（申込不要）
本格エコ紙トンボを作って飛ば
そう！ 5/20㈰ 9:30～11:00 青少年会館 エコトンボの会 小学生と保護者 20組 無料 4/22㈰

ロボットワールド～レゴ®ロボッ
トでプログラミングに挑戦～ 6/2㈯13:00～16:00 青少年会館 日本IBMスペシャリスト

チーム 小学5年～中学生 20人 無料
5/14㈪

青少年将棋教室〔全2回〕 6/2㈯・9㈯
各14:00～16:00 青少年会館 日本将棋連盟松戸支部・

佐藤静
せい

治
じ

氏 小学3年～中学生 30人 無料

青少年会館 飾りたい（七夕・ク
リスマス飾り他）〔全5回〕

6/17㈰（以降、10月・12月・
2月・3月に開催） 青少年会館 青少年会館職員他 小・中学生 20人 無料

6/  3㈰
ロボットの操縦にチャレンジ！ 6/23㈯①9:30～12:00②13:30～16:00 青少年会館 MANOI企画・岡本正行氏 ①小学3・4年生②小学5年～中学生 各20人 無料

各締め切り日〔必着〕までに、電子申請サービス、直接（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・新年度の学年・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（☎344－8556）へ　
※はがき・往復はがきは1教室につき1枚必要。　※対象は市内在住・在学の人のみ。

春の青少年教室
電子申請サービス

要申込

●広報まつど　2018年（平成30年）3月15日
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徒歩で帰宅する場合
情報収集と状況判断を
　ラジオやテレビなどで正確かつ最新の情報を集め、
安全に帰るための状況判断を行いましょう。
安全を最優先した帰宅ルートを
　少し遠回りになっても、幅の広い道路などできるだけ安全と思われる道を選
びましょう。

事業者の対策
　帰宅困難者対策として、建物内に待機できるよう必要な水・食料・毛布など
の備蓄に努めましょう。

日頃からの備えも大切です
●安否確認の方法や集合場所を、家族で話し合っておく
●職場などに歩きやすいスニーカー・懐中電灯・
　手袋・飲料水・食料などを用意しておく
●帰宅経路の状況や、コンビニエンスストア・
　ガソリンスタンドなどの場所を確認しておく
※千葉県を含む九都県市では、コンビニエンスストアやガソリンスタンドなど
と徒歩帰宅支援協定を締結しており、水道水・トイレ・交通情報などを可能な
範囲で提供してもらえます。

インフルエンザ警報が発令中です。外出時はマスクを着用し、外出後は必ず手洗い・うがいをしましょう。  問健康福祉政策課☎704－0055

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） 4/10 ㈫  9:00 ～ 11:30

☎361－2138
来所 4/10 ㈫ 13:30 ～ 15:00

思春期相談 4/24 ㈫ 13:30 ～ 15:30
精神保健福祉相談 4/  5 ㈭・16㈪ 各14:00 ～16:00
酒害相談 4/19㈭ 14:00 ～ 16:30

エイズ
検査

即日検査 4/ 3 ㈫・17㈫ 各13:30 ～14:00

☎361－2139夜間検査 4/17 ㈫ 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

取得できるコンビニエンスストア（五十音順）
全国のコミュニティ・ストア、サークル K・サンクス、セイコーマート、セーブ
オン、セブン-イレブン、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ローソン

パブリックコメント（意見募集）手続き
実施結果の公表 マイナンバーカードを使って

コンビニエンスストアで
証明書が取得できます
市民課☎366－7340

証明書の種類 手数料 取得できる時間
住民票の写し(全部・一部) 300円 6時30分～23時印鑑登録証明書 300円
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円 3月26日㈪以降の

月～金曜8時30分～17時
（松戸市に本籍がある人のみ）

戸籍個人事項証明書 (戸籍抄本) 450円
戸籍の附票の写し(全部・一部) 300円

引っ越しごみの分け方・出し方
環境業務課☎366－7333

自宅の外で大規模災害に遭遇したら…
むやみに移動を開始せず、落ち着いた落ち着いた行動を行動を  
 危機管理課☎366－7309

　短期間に多量に出る引っ越しごみは、家庭ごみ集積所に出すことができ
ません。分別区分に従い、処理施設へ自分で運ぶか一般廃棄物処理業者に
収集を依頼してください。

引っ越しシーズンに多いごみの処理方法
布団・座椅子・家具などの粗大ごみ
　電話で粗大ごみ受付センター〔☎391－0007（祝日を除く月～土曜8時30
分～17時）〕へ。　※粗大ごみ処理券（1枚1,000円）が必要です。
洗濯機・テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍
庫・衣類乾燥機などの家電リサイクル法対
象品目
　指定引取場所へ自分で運ぶか、家電販
売店や一般廃棄物処理業者へ収集を依頼。
家庭用パソコン
　各メーカーの受付窓口またはリネットジ
ャパン㈱の宅配便回収へ。　※ノートパソ
コンは、市内20カ所の公共施設に設置され
ている小型家電回収ボックスに出すことも
できます。

①いきいき安心プランⅥまつど（第8期高齢者保健福祉計画・第7期介
　護保険事業計画）（案）
②第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画（案）
③松戸市国民健康保険保健事業実施計画【第2期データヘルス計画】（案）
　および松戸市国民健康保険第3期特定健康診査等実施計画（案）
④第3次松戸市食育推進計画（案）
⑤松戸市男女共同参画プラン第5次実施計画（案）

公表内容
意見の概要、意見に対する市の考え方、各計画案
公表方法
行政資料センター、図書館（本館・分館）、各支所、まつど市民活動サポート
センター、①高齢者支援課②障害福祉課③国民健康保険課④健康福祉政策
課⑤ゆうまつどおよび市ホームページで
①高齢者支援課☎366－7346②障害福祉課☎366－7348③国民健康

　保険課健診班☎366－1121④健康福祉政策課☎704－0055⑤男女共同
　参画課☎364－8778

マルチコピー機で取得できます

※発行機器のメンテナンス期間、店舗の営業時間外、年末年始（12月29日～1月3日）は取得できません。

　ごみの焼却処理の一部を近
隣市等に依頼するため、平成
30年4月1日から燃やせるごみ
の紙袋収集を廃止します。「燃
やせるごみ専用松戸市認定ポ
リ袋」を使用してください。

※余った紙袋はリサイクルしますので、下記の回収場所にお持ちください。
回収期間4月2日㈪～5月31日㈭
回収場所市役所本館および各支所に設置の紙パック回収箱

リネットジャパン㈱
ホームページ

松戸市ごみ減らし
シンボルキャラクター・
クリンクルちゃん

紙袋 ポリ袋

燃やせるごみの紙袋収集を廃止します
廃棄物対策課☎704－2010

4月1日から

　大規模な地震などの災害が発生すると、公共交通機関が運行を停止し、帰
宅が困難になることが予想されます。
　その際、多くの人が一斉に徒歩で帰宅を始めると、火災や沿道の建物から
の落下物などによりけがをする危険がある上、災害時に優先されるべき救助・
救急活動の妨げとなります。

まず、どうする？
●自分の身の安全を確保
●職場や集客施設などの安全な場所にとどまる
●災害用伝言ダイヤルなどで、家族の安否等を確認
●交通情報や被害情報などを入手

災害用伝言ダイヤル（171）
　音声による情報を録音・確認できます。171をダイヤルし、ガイダンスに従っ
て伝言の登録・確認をしてください。一般電話・公衆電話・携帯電話・PHS・ス
マートフォンから利用できます。
　毎月1日と15日には体験利用ができるので、もしものときに慌てないために
も、あらかじめ体験してみましょう。

3月26日㈪から戸籍証明書も取得できるようになります

●広報まつど　2018年（平成30年）3月15日
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　平成30年度からの変更点
●一部の駐輪場で、総排気量50cc超125cc以下の普通自動二輪車を受け
　入れます
●申請書の締め切りを、利用する月の前月20日に統一します

使用できる車種防犯登録を受けた自転車、50cc以下の原動機付自転車、
50cc超125cc以下の普通自動二輪車
申請書の配布および受付場所右表☆印の指定駐輪場
受付時間7時～19時30分
結果通知受け付け後1週間程度（月末・月初の受け付けの場合は2～3週間程
度）で通知書を郵送

3月20日㈫に、広報まつど防犯特集号を発行します。  問市民安全課☎366－7285

平成30年度 第1期 あたまとカラダの
健康体操教室参加者募集
開催日時4月～9月の第1木曜、第3月曜10時～11時（祝日・休日は振替日あ
り）　会場馬橋市民センター　対象医師に運動を止められていない65歳以上　
定員60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
3月29日㈭〔消印有効〕までに、往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・電話

番号を記入して、〒271－ 0043松戸市旭町1の174シニア交流センター 1階　
馬橋西高齢者いきいき安心センター (☎711－9430)へ

愛の献血
①3月18日㈰10時～11時45分、13時～16時
②4月7日㈯11時15分～12時15分、13時30分～16時30分③4月8日㈰10時
15分～12時、13時15分～16時30分　会場①西友常盤平店前②③常盤平さく
らまつり　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

講演会　薬がいっぱい
「あなたのリスク ほどよいクスリ」
3月31日㈯14時～15時30分　会場新松戸市民センター　講師日本調剤㈱薬剤
師・島崎友

とも

美
み

氏　対象60歳以上　定員先着40人　費用無料
電話で新松戸高齢者いきいき安心センター☎346－2500へ

15

要申込

要申込

市営有料駐輪場定期使用者の
随時募集を開始しました
交通政策課☎366－7439

駐輪場名 車種 空き
台数

松戸駅東口高架下 原・普二 2
☆ 指定駐輪場は松戸駅東口
☆ 松戸駅西口公園下 自 430
松戸駅西口高架下（屋根あり）原・普二 13

北松戸駅東口第1 自 47
原 67

☆ 北松戸駅東口第2 自 7

☆ 北松戸駅西口 自 733
原・普二 44

北松戸駅西口地下 自 489
☆ 馬橋駅東口高架下（屋根あり）自 54
馬橋駅東口高架下（屋根
なし）

自 311
原・普二 75

☆ 馬橋駅西口 原・普二 7

馬橋駅西口高架下 自 190
原・普二 17

新松戸駅東口第1 原・普二 1

新松戸駅西口第1 自 82
原 46

新松戸駅西口第3 自 115
新松戸駅西口第4 自 36
新松戸駅西口第5 自 3
新松戸駅西口高架下第1 自 303

新松戸駅西口高架下第2 自 665
原・普二 41

新松戸駅西口高架下第3 自 577
原・普二 7

☆ 指定駐輪場は新松戸駅西口第7
☆ 北小金駅南口第1（屋根なし）自 96
北小金駅南口第2 原・普二 17

駐輪場名 車種 空き
台数

☆ 北小金駅北口第2 自 41
北小金駅北口高架下 原 28
北小金駅北口参道第1 自 322
八柱駅南口第2 自 176

☆ 指定駐輪場は八柱駅南口第1
☆ 八柱駅北口第2 原・普二 50

八柱駅北口第3 自 225
原・普二 79

常盤平駅北口第1 自 210
原・普二 28

常盤平駅北口第2 自 47
原・普二 34

☆ 常盤平駅北口第3 自 155

五香駅東口第2（屋根あり）自 73
原・普二 42

五香駅東口第2（屋根なし）自 302
☆ 五香駅東口第3 自 15
五香駅東口第4 自 135
五香駅西口第2 自 85

☆ 松戸新田駅北口第1 自 113
原・普二 6

☆ 稔台駅南口第1 自 294
原・普二 14

六実駅第1 自 587
☆ 六実駅第2（屋根あり） 原・普二 6
六実駅第2（屋根なし） 自 244
矢切駅第2 自 89
矢切駅第3 自 33

☆ 指定駐輪場は矢切駅第１

空きのある有料駐輪場（随時募集開始時点）　

　“口臭”は誰もが気になると思います。悩んでいる方もいるのではないでし
ょうか？自分自身の口臭もありますし、人と会話をしていて相手の口臭が気
になるケースもあると思います。ただし、これはとてもデリケートなことな
ので、日頃の意識がとても大切です。
　“口臭”には以下のようなものがあります。
①生理的口臭
起床時や空腹時、加齢などによる口臭です。また、女性の場合は、生理
時・妊娠時・更年期などホルモンバランスの変化が原因になることもあり
ます。その他には、緊張時に口の中が乾くことによる口臭もあります。
②食

しょく

餌
じ

性口臭
ニンニクやニラなど臭いの強い物・アルコール・たばこなどが体内で代謝
され、その成分が呼気として吐き出されたときの口臭です。
③疾患による口臭
呼吸器系（肺がんなど）・消化器系（胃がんなど）・耳鼻咽

いん

頭
とう

系（副
ふく

鼻
び

腔
くう

炎
えん

、
悪性腫

しゅ

瘍
よう

など）の疾患はタンパク質の壊
え

疽
そ

臭、糖尿病はアセトン臭、肝硬
変・肝臓がん・腎疾患はアンモニア臭など、それぞれの疾患により生じる口
臭です。

口臭について
あなたの健康 200

※使用料や各駐輪場の場所等詳細は、平成30年1月20日発行の駐輪場特集号、交通政
策課または指定駐輪場で配布しているパンフレット、市ホームページをご覧ください。

自=自転車、原=50cc以下の原動機付自転車、普二=50cc超125cc以下の普通自動二輪車

平成30年度

④口
こう

腔
くう

内が原因の口臭
歯周炎や歯肉炎、虫歯、舌

ぜっ

苔
たい

、悪性腫瘍などが原因の口臭です。

　口臭の発生源としては、④の口腔由来のものが8割以上を占めます。その
原因は口腔内に存在する細菌と汚れです。細菌の中で大きく関与するのは、
嫌
けん

気
き

性
せい

菌です。この菌が口臭になる物質（硫化水素やメチルメルカプタン）を
作ります。特に歯周病にかかっていると、歯周ポケットの中の細菌が多くな
り、さらに口臭が強くなってしまいます。また、舌苔といわれる舌についた
汚れも原因となります。口臭がある人のうち90%以上の人が、口腔内に歯周
病、歯肉炎、虫歯などの疾患を持っているといわれています。
　では、口臭に対してどのように対処すればよいのでしょうか？ 1つ目は、
口の中を清潔に保つということです。前述のように主な原因は口の中の汚れ
です。これをきれいにするには、日々の正しいブラッシングが重要です。恐
らくブラッシングによりかなりの割合で改善されるでしょう。2つ目は、水
分をこまめに取り、鼻呼吸の習慣をつけることです。口の中が乾燥すると口
臭が発生しやすいので、それを防ぎ、口の中の潤いを保つようにしましょう。
3つ目は、病院を受診することです。自分では原因が分からないこともある
と思います。受診して本当の原因を見つけましょう。
　以上のように、口臭からさまざまなことが見えてきます。エチケットに
ついてももちろんですが、口臭に関連した病気や異常などがないか、改め
て確認してみてください。

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

注意点●4月1日㈰から使用したい場合は、3月20日㈫までに申請してください。
●受け付けは先着順です。定数を超えた場合は、待機となります。
●随時募集では、電子申請は受け付けていません。

平成30年度
「はり、きゅう、あん摩等施術費助成券」
の交付申請を受け付けます
受付開始日3月29日㈭（利用開始日は4月1日㈰。申請月から月2枚の割
合で交付）　受付場所高齢者支援課、各支所　助成額 1回800円　助成
内容市に登録をしている施術所で、1日1回、年間最大24回を限度として
利用可能　※各種健康保険や生活保護法による施術との併用はできませ
ん。　対象末

まっ

梢
しょう

神経または運動器官に自覚症状を持つ65歳以上、または
身体等の障がいに関する手帳の交付を受けている18歳以上　持ち物身分
証明書（健康保険証や運転免許証等の住所・氏名・生
年月日を確認できる物）、印鑑（認め印）、身体等の障
がいに関する手帳（64歳以下の人のみ）　
※市に登録している施術所の一覧は市ホームページを
ご覧ください。
高齢者支援課☎366－7346 市ホームページ

●広報まつど　2018年（平成30年）3月15日
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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

◆旧徳川昭武庭園復元記念「い
ま甦

よみがえ

る明治の庭」展
7/1㈰まで

4月

※全て無料。

●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
中高生の広場（TAPS）①水曜②土曜各17時～19
時　内容①フリータイム②新入生歓迎会他
木曜広場①5日㈭②19日㈭③26日㈭各16時～
16時45分　内容①マンカラ大会②へびじゃんけ
ん③おたのしみ工作　対象主に小学生
歌の広場7日㈯15時～15時30分　対象小・中学生
おはなし広場12日㈭16時～16時30分　対象幼児
と保護者、小学生
卓球広場14日㈯14時～15時30分　対象小・中学生
あそび広場①21日㈯②28日㈯各15時～16時　
内容①お花のしおり作り②簡単お菓子作り　対象
主に小学生
絵本はじめのいーっぽ27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

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。

◆学習資料展「昔のくらし探検」
3/25 ㈰まで 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）

会場企画展示室　観覧料無料
◆昔のくらし体験教室「紙芝居
と昔の遊びを楽しむ日」
3/18㈰・25㈰
①紙芝居の口演
　13:00～、14:30～
会場縄文の森〔雨天時は企画展
示室前ロビー〕　演者大江戸ヤッ
サン一座・てるさん　費用無料
②昔の遊びコーナー
　11:00から15:30までの、紙
　芝居をしていないとき
会場企画展示室、縄文の森、森
の工芸館　内容お手玉・けん玉・

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。

◆気軽に楽しむ樹木観察
～木々の芽吹きと開花～
4/1㈰10:00～12:00
講師自然解説員・栗田吉

よし

治
はる

氏　
定員先着25人　費用無料
◆しぜん観察入門　じっくり観
察、花のつくり
4/7㈯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
◆自然観察入門講座・春編　
自然観察の基礎とコツ＆花が

戸定歴史館
☎362－2050

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
◆松戸市書道展覧会
3/20㈫～25㈰
生涯学習推進課☎367－7810

◆東葛写真研究会作品展
3/27㈫～4/1㈰
萩原☎343－1884

◆二葉会写真展
3/27㈫～4/1㈰
冨
とみ

所
どころ

☎346－5673

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。

要申込

◆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

3
月
〈ナショナルジオグラフィックビデ
オ〉「テムズ川紀行」〈58分〉

4
月
〈奇跡の映像　よみがえる100年
前の世界〉「東洋 不思議の世界」 
〈50分〉

午前11時の名画座
11:00

3
月
〈昭和30年代の日本・家族の幸福
夫婦編2〉「愛情屋台」〈55分〉

4
月
〈現代日本の形成過程3〉「ワシン
トン会議と日米協調」〈3０分〉

土日祝のキッズシアター
（土・日曜、祝日）13:15
※3/31㈯を除く

3
月
アニメ〈ふるさと再生 日本の昔ば
なし〉「天

てん

福
ぷく

地
ち

福
ふく

」他2話〈約25分〉

4
月
アニメ〈ふるさと再生 日本の昔ば
なし〉「こぶとり爺

じい

さん」他2話〈約
25分〉

●移動児童館☎387－3320
わくわく広場運動公園会議室12日㈭・19日㈭各10
時30分～11時50分　 稔台市民センター 13日 ㈮・
20日㈮・27日㈮各10時30分～11時50分　内容
体操・手遊び他　対象乳幼児と保護者
あそぼう会 青少年会館樋野口分館10日㈫・17日㈫・
24日㈫各15時～17時　柿ノ木台公園体育館11日㈬・
18日㈬・25日㈬各15時15分～17時　運動公園会
議室　12日㈭・19日㈭各15時～17時　稔台市民セン
ター13日㈮・20日㈮・27日㈮各15時～17時　
内容ともだちつくろうゲーム　対象小学生
●根木内こども館☎315－2985
ぞうさんのしっぽ 3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6日㈮11時～11時30分　内容
パネルシアター　対象乳幼児と保護者
親子でパン作り教室7日㈯10時～12時　対象小
学4年生以上と保護者（要申込）
ひょうたんの会10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11日㈬10時～11時　内容リトミッ

ク　対象乳幼児と保護者（要申込）
パティシエ教室14日㈯・28日㈯各10時～12時　
内容ケーキ作り　対象小学4年生以上（要申込）
絵本はじめのいーっぽ27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
クリニカルアート28日㈯13時～15時　内容オイル
パステルまる・さんかく・しかく　対象小学生以上
●野菊野こども館☎331－1144
ようこそおやこDE広場へ！ 4日㈬11時30分～
12時　対象初めて利用する乳幼児と保護者
中高生タイム①14日㈯②21日㈯③28日㈯各17
時30分～19時30分　内容①②フリータイム③野
菊野塾　対象中学・高校生
のぎっこひろば15日㈰13時30分～15時　内容入
学進級おめでとう会　対象小学生（新1年生は保護
者同伴）
●森のこども館☎331－1144
（21世紀の森と広場内森の工芸館）
7日㈯・8日㈰各10時～16時　内容森の中でおも
いっきりあそぼう！　対象乳幼児と保護者、小学
生以上

咲くのは誰のため？
4/8㈰10:00～15:00
講師東葛しぜん観察会　定員先
着25人　費用無料
◆春を感じる素

す

敵
てき

な寄せ植え
4/21㈯13:30～15:30
講師グリーンアドバイザー・吉
田俊一氏　定員先着24人　費用
2,500円

◆アトリエ山川アバンダンス油
絵展
4/3㈫～8㈰
山川☎344－5037

◆洋画木曜会展
4/10 ㈫～15㈰
谷☎364－8727

実習期間合同実習 =7月22日㈰、実務実習=7月26日
㈭から8月15日㈬（月曜を除く）までの6日間
対象次の要件を全て満たす人
●現在大学または大学院に在学中で、学芸員資格取得
　に必要な単位のうち、博物館実習以外の単位を全て
　取得している
●学部生の場合は、最終学年に在籍している
●歴史学・考古学・民俗学などの人文科学系の学問分
　野を専攻している
●全ての日程に参加できる（やむを得ない事情で出席で
　きない期間がある場合は、「博物館実習申込書」の備
　考欄に理由と期間を記入）
定員10人程度（書類選考。定員を上回る応募があった場
合は各大学1人。市内在住・出身者を優先）

働くママと輝く街に！

コビトフェスタ
～Let’s縁 joy！～
　元気なママたちが30以上のブー
スを出展します。赤ちゃんから大
人まで楽しめるワクワクのイベン
トが盛りだくさんです。
日時3月24日㈯10時～15時　
会場柿ノ木台公園体育館　
内容ワークショップ、催し物、ヒッ
プホップ・ヨガ体験他　
持ち物上履き　
同体育館☎331－1131

※飲み物を持参してください。
※申し込みは全て当日会場で。
※スポーツ推進委員主催。
●ヘルスバレーボール、ボッチャ
教室
3/17㈯ 19:00 ～21:00　会場
東部スポーツパーク体育館　
岩下☎090－5531－8004
●軽スポーツ教室
3/25㈰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

運動公園
☎363－9241

◆カルチャー教室①レジンアク
セサリー②リトミック
①3/16㈮、4/6 ㈮・20㈮ ②
3/23 ㈮、4/13 ㈮・27 ㈮ 各
10:00～11:00　会場武道館　対
象①18歳以上②6カ月から5歳
までの子と保護者　持ち物上履
き　定員各先着25人　費用1回
700円（①は別途材料費） 当
日会場で

おはじき・こま他　費用無料
◆学芸員講演会「お江戸の大事
件と錦絵Ⅱ～かわら版が走る～」
3/31㈯13:00～15:00
会場講堂　講師同館学芸員・富
澤達三　定員先着80人　費用
無料
◆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）

申請書類
●博物館実習申込書（博物館ホームページからダウンロ
　ードし、大学が作成）
●単位取得証明書（大学発行の書類で、博物館実習以外
　の学芸員課程の必修単位が取得済みまたは取得見込
　みであることが分かるものであれば、他のものでも可）
●身上書（各大学所定の書式。学歴は中学校卒業以上を記入）
●志望理由書（書式自由。800字以内）
●返信用封筒（宛先に所属する大学の実習担当部署を
　記入して、切手82円分を貼付）
選考結果5月16日㈬に各大学宛てに発送　※提出され
た書類は返却しません。
4月10日㈫から26日㈭〔必着〕までに、申請書類を

直接または郵送で、〒270－2252松戸市千駄堀 671　
市立博物館学芸班博物館実習担当（☎384－8181）へ
※実習修了後に「修了証明書」を各大学に送付しますが、
実習生の成績評価は行いません。

市立博物館実習生募集

◇　◇　◇　◇　◇

●広報まつど　2018年（平成30年）3月15日
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◆中国語会話教室見学会
3/17㈯13時15分～16時 五香市民

センター 先着5人 電話で同教室・諏
す

訪
わ

☎090－9817－2314へ
◆LDS無料英会話教室（TOEIC直前対策）
3/17 ㈯・24 ㈯・31㈯各16 時 30 分

～17時30 分、3/20 ㈫・27㈫各19 時
～20時 松戸ワード（中根長津町219
の2） 当日会場で 同教室・小

こ

垂
たれ

kotare0122@yahoo.co.jp
◆足裏リフレクソロジー体験とミニ講座
3/20 ㈫、4/6㈮各10 時～12時 新

松戸4丁目（詳細は要問い合わせ） 各
先着12人 各300円 3/15 ㈭までに、
電話で足がる隊・川野☎389－1902へ
◆春の江戸川カッパ市
3/21㈷10 時～15時 江戸川河川敷

（樋野口排水機場付近） フリーマーケッ
ト、Eボート他 同実行委員会事務局☎
330－3450
●楽しくコミュニケーション「話し方講
座」〔全3回〕
3/22 ㈭、4/12 ㈭・26 ㈭ 各18時30

分～20時30分 市民会館 筆記用具
2,500円 電話で実践話し方研究会・

田中☎090－4374－3931（昼間のみ）へ
◆じっくり朗読を体験してみませんか
3/24 ㈯・31㈯各13時30分～15時

30分 家庭文庫ピッピ（新京成松戸新田
駅下車） 各先着5人 各500円 電
話で朗読の会ラズベリー・足立☎368－
5334へ
●松戸市カローリング大会
3/25㈰ 9時～12時 柿ノ木台公園体

育館 小学生以上 1人500円 FAX
で松戸市カローリング協会・藤倉 361
－1993（☎090－4098－9016）へ
◆墨絵無料体験教室
3/26 ㈪、4/12 ㈭・26 ㈭各10時～12

時 勤労会館 各先着5人 電話で恵
けい

墨
ぼく

会
かい

・南沢☎385－4001（夜間のみ）へ
◆からだすっきり体操体験教室
3/28 ㈬、4/4 ㈬各9時30分～11時
柿ノ木台公園体育館 各先着10人

各500 円 直接会場で 同団体・倉澤
☎347－5314

◆親子で楽しむおはなし会
3/29 ㈭11時～12時 コープみらい

新松戸店 先着20組 当日会場で と
ちのき文庫・加藤☎345－4305
◆松戸神社・戸定邸・千葉大学園芸学
部のサクラ観察会
3/31㈯10 時松戸駅東西連絡通路集

合、12時解散〔雨天中止〕 先着20人
200円 電話で千葉大みどりの会・市

川☎342－1815へ
●①シルバーショートテニス教室（スポン
ジボール）②シルバーテニス初心者教室
① 4月・5月の㈪13 時 30 分～14時

50分②4月～平成31年3月の㈪8時～
9時20分 ①運動公園体育館②IHSM
テニスアリーナインドアコート（新京成上本
郷駅下車） 各先着①20人②30人 ①
1回 500 円②月3,000円 市内在住の
60 歳以上 電話で松戸シルバーテニス
連盟・藤井☎366－3600へ
●生バンドとフラの共演！春のハワイア
ンカーニバル
4/7㈯13時～16時 市民会館 マハ

ロ・クラブ・神
かん

崎
ざき

☎04－7175－1770
◆市民公開講座「すい臓がんのエキス
パートに会おう！」
4/7 ㈯13 時～16時 国立がん研究

センター東病院（柏市） 先着200人
電話で同病院☎04－7133－1111へ
●詰将棋解答選手権
4/7 ㈯13 時～17時 市民会館 筆

記用具 1,000 円（女性、高校生以下
500円） 電話で日本将棋連盟松戸支
部・高橋☎090－6136－5119へ
●伝える・伝わる話し方（講義・実習・
話し合い）
4/7 ㈯ 13 時30分～15時30分 常

盤平市民センター 筆記用具 電話で
松戸話

わ

楽
らく

の友・小林☎386－3710（夜
間のみ）へ
◆東葛みらい健康カレッジ 2018 
4/7 ㈯14時～15時30分 東葛クリ

ニックみらい（松戸駅下車） 健康維持・
増進のための講座 先着100人 同病
院・水村☎365－9027

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、 マークは市民活動助成事業です）
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用（ …入会金）※記載のないものは無料　 …申し込み先　 …問い合わせ先

◆高齢者運動教室・楽しい健康体操「わ
くわくストレッチクラブ」運動指導員・
マネージャー養成講座〔全17回〕
4/10～7/24の㈫15時～18時、4/21

㈯13時30分～16時30分 ゆうまつど
週1回以上ボランティアで高齢者運動

の指導をサポートできる人 20人（抽選）
3/31㈯〔必着〕までに、FAXで NPO

人材パワーアップセンター高齢者運動教
室・松山 ☎369－5737へ
◆スマホを楽しみましょう「スマホカフェ」
4月以降の第2・4㈭13時～14時30

分 NPO松戸 ITVネットワーク教室（根
本224） 初心者 各先着5人 自分の
スマートフォン 各500円 電話で同
教室☎331－0880（㈪㈬㈮11時～14
時）へ

●①松戸市レディースソフトボール春季
大会②ナガセケンコー旗争奪ソフトボー
ル大会
①4/15㈰（予備日4/29 ㈷）②5/6㈰

各8時30分から 古ケ崎河川敷ソフト
ボール場 市内在住・在勤の15歳以上
の女性チーム 1チーム① 5,000 円②
6,000円 4/7㈯14時から運動公園で
松戸市レディースソフトボール連盟・直

井☎090－9957－3864
●科学技術週間関連イベント～レーシ
ングカーを作り、長く走らせよう！～
4/15 ㈰10 時から、13時30分から

新松戸未来館 小学3年～中学生 各
先着40人 FAXで松戸市少年少女発明
クラブ事務局 342－4422へ 同クラ
ブ・難波☎090－5766－3751

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

※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。

●ガールスカウト千葉県第20団（自然
体験活動等）
月2回㈰10時～12時 市民会館他
5歳以上の女児 年36,000円

2,000円 池田☎090－8342－2806
●ヒマワリ会ダンスサークル〔社交ダ
ンス（ラテン・モダン）〕
㈪15時～17時 馬橋東市民セン

ター 多少経験がある人 月3,000円
500円 江

え

種
ぐさ

☎341－1250（昼間
のみ）
●ときわ平ナイターテニスクラブ
4月以降の㈬㈭㈯19時～21時 金

ケ作公園庭球場 市内在住・在勤 先
着100人 年22,000円 3/18 ㈰18
時～19時に、常盤平市民センター別館
で 萩

はぎ

原
はら

☎346－0414
●新松戸カンフークラブ
㈮17時30分～19時または19時～

20時30分 青少年会館 5歳以上
各先着10人 各月3,000円 3,000円
長塚☎090－5754－8925

●ソフトテニススポーツ少年団①とき
わ平少年団②小金原少年団
4月～平成31年3月の㈰①8時～

10時②9時～11時 ①金ケ作②栗ケ沢
各公園庭球場 小学生 各年16,000円
3/30㈮までに、電話で①田辺☎090

－4751－8483②森☎090－2488－
1327へ
●松戸太極拳同好会（気功八

はち

段
だん

錦
にしき

・楊
よう

名
めい

時
じ

太極拳）
①㈫13 時～15時②㈭③㈮④㈯各

10時～12時 ①柿ノ木台公園体育館
②運動公園武道館③明市民センター④
常盤平体育館 各月3,000円 2,000
円 髙

たか

科
しな

☎362－6080
◆まつど固定種

しゅ

たねの会（農作業他）
3月～12月の毎日9時30分～12時
松戸あい菜

さい

園
えん

（大橋634） 要問い合
わせ 齋藤☎090－3349－0127

松戸市消費生活展
参加団体を募集

　今年も、消費者問題全般に関するテーマで開催します。パネルや展示物
を通じて自分たちの研究結果を知ってもらうよい機会となります。
日時10月6日㈯・7日㈰各10時～17時（予定）　会場市内施設　対象市内に
活動拠点を持ち、消費生活に関わる展示等を実施できる団体
4月27日㈮までに、FAXまたはEメールに団体名・代表者名・住所・連

絡先・大まかな展示等の内容を記入して、消費生活課 365－9606、
 mcshouhiseikatsu@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7329）へ

事前説明会（任意）
同展に興味がある団体
は、ぜひ参加してくだ
さい。
日時4月20日㈮
　　10時～11時
会場ゆうまつど
当日会場で
同課☎366－7329

　消費生活モニターになると、研修等を通じて消費生活に関する知識を習
得できます。また、日々の暮らしの中で感じた意見や要望を市に提出してい
ただきます。
任期委嘱日から平成31年3月31日まで（再任あり）
主な活動内容●研修会への出席[月1回程度平日に実施。一時保育あり（1
歳6カ月～小学2年生）]●市内外施設見学会への参加●消費生活に関する
意見の提出●グループ研究●消費生活展への参加●アンケート調査の回答
募集人数10人（選考）
応募資格以下の全てを満たす人●市内在住の18歳以上●過去に市の消費生
活モニターを経験していない●食料品や生活必需品の販売に関係していない
謝礼年額上限18,000円
3月30日㈮〔必着〕までに、はがきに住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢・

電話番号・職業・加盟団体（加入している人のみ）・興味がある分野・応募
動機・一時保育を希望する人は子どもの年齢を記入して、〒271－8588松
戸市役所　消費生活課モニター係（☎366－7329）へ

要申込

要申込

自立した消費者になるために市制施行75周年記念

要申込平成30年度平成30年度
松戸市消費生活松戸市消費生活
モニターを募集モニターを募集

●広報まつど　2018年（平成30年）3月15日
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俳句の里に認められた
夏休みの一句

旭町小学校 6年生 秋
あき

山
やま

 ななみ さん
　昨年の夏に開催された第21回「俳句の里」山梨県笛吹市 全国小学生・
中学生俳句会。この俳句会は、日本を代表する俳人として知られる飯田蛇

だ

笏
こ つ

  ・龍
りゅう

太
た

親子が現在の山梨県笛吹市出身であったことから、全国の小・中
学生を対象に同市で開催されています。その小学生の部で、秋山ななみさ
んが見事全国3位である山梨県議会議長賞を受賞しました。
　受賞した作品は、この句です。

かみなりの　ビートに乗せて　雨うたう
　「雨の日に、雨がザーザー降っている中で、雷が鳴っている時をイメージ
して詠みました」と話してくれた秋山さん。誰かのアドバイスをもらったわ
けではなく、一人で季語を調べて作ったとのことです。
　生まれも育ちも日本の秋山さんですが、実はお父さんはマダガスカル出
身。昨年は日本とマダガスカルにいる2つの家族への思いをテーマに、(公
財)モラロジー研究所が主催する「家族のきずな」エッセイでも入賞しまし
た。このような功績を見ると、文章を書
くのが好きな印象を受けますが、それだ
けではありません。小学2年生の頃から
ピアノを習い、吹奏楽部ではパーカッショ
ンを担当。さらには独自にトランペット
の練習もしているなど、楽器の演奏にも
熱中しています。受賞した句にも、音楽
的なセンスが反映されています。
　俳句のコンテストを選んだきっかけは、
「国語の古文の授業が楽しかったから」
と話してくれた秋山さん。元々好きだっ
た音楽に、古文との楽しい出会いが組
み合わさり、受賞作が生まれたのかもし
れません。
　4月から中学生になる秋山さんは、進
学後に2つのことを頑張りたいと言いま
す。一つは勉強、もう一つは吹奏楽部。
その上で、「これからも俳句を作ってい
きたいです」と強い意欲を見せてくれま
した。将来は医者や海外ボランティアなど、「人を助ける仕事をしたい」と
夢を語ってくれた秋山さんの未来には、無限の可能性が広がっています。

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29年7月生
初めてのお正月。こたつ
にミカンという王道で過
ごしました。楽しい1年に
なりますように☆

平成29年11月生
にこにこ笑顔の素

す

敵
てき

な女の子になってね。

平成29年4月生
うまれて初めてのクリスマ
スを経験しました。今年も
いろんな初めてを家族みん
なで楽しもうね！

皓こ
う

太た

ち
ゃ
ん

長は

谷せ

川が
わ

に
こ
ち
ゃ
ん

彩あ
や

斗と

ち
ゃ
ん

受賞の短冊を持った秋山さん

匠
た く み

の技を持つ職人の皆さんを
「技能功労者」として表彰しました
　2月6日に開催した第15回
松戸市技能功労者表彰式で、
長年にわたり技能の研鑚

さん

を続
けてきた技能職の皆さんに、
市長から「技能功労者」とし
て記念楯を贈呈しました。
　表彰された皆さんには、今
後も技能の継承と後継者の育
成に期待がかかります。
商工振興課☎711－6377

技能功労者（五十音順・敬称略）
氏名 職種 店舗・会社名 在職地

臼井和夫 建築板金業 ㈲北松戸板金 稔台
勝井時太郎 理容業 理容室勝井 五香西
鈴木賢治 自動車整備業 ㈲五香松戸自動車 五香西
戸張秋男 内装仕上げ施工業 （独立自営） 栄町
真
ま

角
かど

栄一 左官業 （独立自営） 幸谷

幸せアルバム

はじめまして！
　皆さん、こんにちは。ベトナム出身のレ
ー・ガン・ハーです。ハーと呼んでくださ
い。昨年の7月から、国際交流員（CIR）と
して文化観光国際課で仕事を始めました。
私はベトナムの首都・ハノイで生まれ育ち
ました。母国にいる間に日本への愛が育
ち、ベトナムと日本の懸け橋になる夢を実
現するために来日しました。
　先輩CIRのエリンさんがオーストラリア
に帰国したので、「エリンが行く、どこで
もマツド！」が、今月から私の担当コラム
「この頃は、ハッ！」になります。エリンさ
んの精神を引き継ぎ、私が松戸で経験した
こと・感じたことを日本語と英語で皆さん

と共有し、松戸が大好きな外国人の目線
で松戸の魅力を発信したいと思います。
　毎月15日号の「広報まつど」でお会いし
ましょう。よろしくお願いします！

Hello from Matsudo City CIR-Ha
Hello everyone! My name is Le Ngan Ha, but you can call me Ha. I have 
been working as a Coordinator of International Relations (CIR) at Matsudo 
City Hall since July 2017. I was born and raised in Hanoi ‒ the capital of 
Vietnam. My love for Japan was ignited while living in my own country, 
and now I am in Matsudo to pursue my dream of building bridges 
between Japan and Vietnam. 
I am taking over this column from our senior CIR Erin who recently 
returned to Australia; from this month onwards, ‘Here comes Erin!’ will 
become ‘Here comes Ha!’. Following in Erin’s footsteps, my column will 
share with you my experiences and observations about Matsudo in both 
English and Japanese. As a foreign resident who loves this city, I also hope 
to spread the word about Matsudo’s many charms.
I look forward to seeing you here on the 15th of every month. Until we 
meet again!

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

2017年10月に行われた松戸市国際文化祭で

表彰式に出席した皆さん

Matsudo City International Portal

国際交流員が松戸の魅力を紹介します

この頃は、ハッ！
 Here comes Ha!

期間3月17日㈯～31日㈯各9時～
18時　場所六実市民センター受付前
六実支所☎385－0113

　昨年3月に起きた事件で亡くなられ
たレェ・ティ・ニャット・リンさん追悼の
ため、献花台を設置します。

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

2018.3.15
（平成30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。


