
　今後4年間の市政を託す人を決める、大切な選挙です。選挙権年齢が満18歳以上に
引き下げられてから初めての市長選挙でもあります。貴重な一票を大切にしましょう。
問市選挙管理委員会事務局☎366－7386、投票日当日は☎366－7222（7時 ～21時）へ

投票時間7時～20時

6月10日㈰は
松戸市長選挙の投票日

記載台に備え付
けの○記号印で、
投票したい候補
者の所定の欄に

「○印」を押して
ください

※備え付けの○記号印を用いずに、他の筆記用具で○印を付けると、
その投票は無効になります。

　投票日当日に予定があって投票に
行けない人はご利用ください。
期日前投票期間
6月4日㈪～9日㈯

配布方法
◦6月7日㈭までに、朝日・産経・千葉日報・東京・日本経済・
　毎日・読売各新聞の朝刊に折り込みます
◦市役所や各支所・市民センター・図書館等の公共施設に
　備え置きます
◦市ホームページに、PDF版および音声版を掲載します

　投票日当日は、8時ごろからホームページで投・開票速報をお知
らせし、結果を公表します。

※開票は、6月10日㈰21時15分から
運動公園体育館で行います。

郵便等投票制度
　身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持ち一定
要件を満たす人、または介護保険の被保険者証
の要介護状態区分が「要介護5」の人は、あら
かじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けるこ
とで、郵便等投票制度を利用できます。希望す
る場合はお早めに手続きをお願いします。

※1 本館2階へ
は車椅子用階段
昇降機が利用で
きます。
※2 ダイエー新
松戸店は、6月7
日㈭・8日㈮のみ
10時 から21時
まで開設。

期日前投票所（1階またはエレベーター等が設置されています） 投票時間
松戸市役所 本館2階大会議室　※1

8:30～20:00

常盤平市民センター 1階第1会議室
小金支所 3階待合室
小金原市民センター 2階会議室
六実市民センター別館 2階第1会議室
馬橋集会所 1階集会室
新松戸市民センター 3階第2会議室
総合福祉会館 1階ロビー
東部クリーンセンター 管理棟1階大会議室
ダイエー新松戸店 3階紳士服売場奥　※2

10:00～20:00新設
ザ・プライス五香店 2階衣料品売場奥
イトーヨーカドー八柱店 地下1階フードコート横催事場
プラーレ松戸 6階パティオ

投票方法

選挙情報を知る

投票日当日の投票

期日前投票・不在者投票

選挙公報〜候補者の経歴、政見などを掲載〜 当日の投票状況や開票速報、結果をお知らせ

投票所整理券
　原則として、世帯主宛てに郵送します。1枚のはがきに最
大4人までの整理券が印刷されています。投票の際は、あ
らかじめご自身の記載部分を切り離してお持ちください。
はがきを破損・紛失した場合や、まだ届いていない人も、本
市の選挙人名簿に登録されている人であれば投票できます
ので、投票所係員に申し出てください。 ※常盤平地区の
投票区再編等、投票所の変更があります。投票日当日の投
票所は、投票所整理券で確認してください。

市ホームページ

～孫と子と  笑顔で行くよ  投票へ～
（松戸市長選挙啓発標語）

投票できる人
　平成12年6月11日までに生ま
れ、平成30年3月2日までに松戸市
に転入の届け出をし、引き続き居
住している人で、本市の選挙人名
簿に登録されている人。 ※市外
に転出した人は投票できません。

市内転居した人
　平成30年5月19日以
降に市内転居の届け出
をした人は、旧住所地の
投票所での投票になり
ます。

不在者投票制度
　出産や長期出張等により本市を
離れている人や、不在者投票ので
きる施設として指定された施設に
入院または入所している人が利用
できます。
※詳細はお問い合わせください。

http://www.senkyo-sokuho.net/ パソコン・
スマートフォン用

モバイル用

市立松戸高校の生徒が描いた
啓発ポスターを使用しています

松戸市長選挙の詳細
は市ホームページで

○記号印（スタ
ンプ）を押す

記号式投票

自書式投票
候補者氏名
を投票用紙
に記入して
ください

千葉県明るい選挙
シンボルキャラクター

「せんきょ君」
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●家庭から出るごみを分別しましょう
●平成31年成人式は午前・午後の二部制で開催
●自動車用ナンバープレートデザイン案募集
●戸定邸庭園復元記念コンサート
●農園こどもの遊び場イベント参加者募集



　介護保険料を普通徴収（納付書または口座振替）で納付する人を対象に、6月中旬
に納入通知書を送付します。 ※特別徴収（年金からの天引き）で納付する人と8月ま
たは10月に特別徴収に変更となる人には、6月下旬に介護保険料額決定通知書兼特
別徴収開始通知書を送付する予定です。
滞納すると
　保険料の未納が1年以上あると、サー
ビス利用時に償還払い（費用の全額を
いったん支払う）や利用者負担が引き上
げられる場合があります。

減免制度があります（要申請）
　災害など特別な事情や低所得のため
生活が困難な人で市民税が非課税世帯
の場合、資産状況を考慮して決定しま
す。

●感染症・交通事故・ふん尿・鳴き声等による被害を防止するため、猫は室内で飼う
●犬は首輪等に登録鑑札と狂犬病予防注射済票を付ける
●災害時等に備えて迷子札やマイクロチップを付け、同時避難の準備をする
●飼い犬が人をかんだときは、保健所に届け出る
●ふん尿は、飼い主が責任を持って処理する
●子犬・子猫を適切に飼えない場合は、不妊去勢手術をする
●生後91日齢以上の犬・猫を10頭以上飼う場合は、保健所に届け出る
●飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探す
問松戸健康福祉センター（松戸保健所）☎361－2139、千葉県動物愛護センター東葛
飾支所☎04－7191－0050、（公財）千葉県動物保護管理協会☎043－214－7814

　市役所・各支所・市民センターで配布または市ホー
ムページでダウンロードできる「家庭ごみの分け方出
し方『平成30年度版』」を確認し、分別排出にご理解・
ご協力ください。
リサイクルするプラスチックを資源に戻しましょう
　不適合なものが混入していると、リサイクルする
ことができず、ごみとして処理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。

※中身を使い切り、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。

7月6日㈮14時～15時50分（13時30分開場）　会場市民劇場
講師千葉大学教授・清水洋

ひ ろ

行
ゆ き

氏　定員先着200人　費用無料　
※手話通訳、要約筆記、一時保育あり（６カ月以上、6月22日㈮
までに要申込）。　※まつど地域活躍塾は、地域で活躍する人材
を育成することを目的に開講しています。
問市民自治課☎366－7062

　就職の登竜門は面接試験です。相手に好感を持たれる話し方を身に付けましょ
う。
日時6月19日㈫10時～12時　会場勤労会館　内容好感度を上げる話し方（話し
方の三つの原則、今の自分を簡単チェック）　対象正規社員を目指すおおむね40歳
から50歳　定員先着30人
電話で商工振興課☎711－6377へ　※雇用保険受給中の就職活動実績になり

ます。「雇用保険受給資格者証」を当日持参してください。

65歳以上の人に介護保険料納入通知書
を発送します

家庭から出るごみを分別しましょう家庭から出るごみを分別しましょう 地域社会の変化と市民主体のコミュニティ活動

40代の就職活動

周囲に迷惑をかけず、
責任を持って適切に飼いましょう

問環境業務課指導係☎366－7333

ライターの混入により、日暮クリーンセンター内で火災が発生
　ライターなどの着火物を、使い切らずに有害ごみ以外に出す
と火災の原因になります。正しい分別をお願いします。

清水洋行氏

国民健康保険（国保）保険料の軽減範囲拡大

　世帯主および国保加入者の平成29年分
の総所得金額等の合計が一定の基準額以
下の世帯は、均等割額および平等割額が
軽減されます。 ※軽減割合は平成30年4
月1日現在で判定します（以後の新規加入
世帯は資格取得日で判定します）。

国民健康保険料の納入通知書を6月中旬に発送します 問国民健康保険課☎366－7353

①所得割額 （総所得金額等－基礎控除額33万円）×1.61％
②均等割額 1人につき12,900円
限度額（賦課の上限額）160,000円

●介護分

①所得割額 （総所得金額等－基礎控除額33万円）×2.24％
②均等割額 1人につき6,000円
限度額（賦課の上限額）190,000円

●後期支援分

①所得割額 （総所得金額等－基礎控除額33万円）×7.52％
②均等割額 1人につき19,500円
③平等割額 1世帯につき18,000円
限度額（賦課の上限額）580,000円（前年度から40,000円増）

●医療分
●軽減制度の概要 ●平成30年度の軽減基準

　5割軽減と2割軽減の1人当たりの基準額が変更となります。
　5割軽減（27万円→27万5千円）　2割軽減（49万円→50万円）

保険料の納付方法～納付は原則口座振替で～問同課収納担当室☎366－7299

軽減割合 世帯主および国保加入者の
平成29年分の総所得金額等の合計

7割軽減 33万円以下

5割軽減 33万円＋（27万5千円×国保加入者数）以下

2割軽減 33万円＋（50万円×国保加入者数）以下

平成30年度の保険料の内訳
（医療分の限度額が変わりました）

※年間の保険料は、医療分①～③と後期支援分①②の合計額です。40歳から64歳
の人はさらに、介護分①②も加えた金額となります。

●口座振替=指定の金融機関口座から引き落とし●納付書で納付●特別徴収（年金からの天
引き）=65歳から74歳のみで構成される世帯のうち、年金の年額が18万円以上の受給者で、
国民健康保険料と介護保険料の合算額が、年金額の2分の1を超えない世帯が対象となります
※後期高齢者医療保険料納入通知書は、7月中旬に発送予定です。

まつど地域活躍塾公開講座

～自分ごとから生まれる新たな価値創造～

　人権擁護委員は、人権相談を受けたり人権の考えを広めたりし
ている民間ボランティアです。相談は無料で、秘密は堅く守られ
ます。詳細は行政経営課（☎366－7311）にご相談ください。

特設相談所を開設
6月1日㈮10時～12時、13時～16時　
会場千葉地方法務局松戸支局1階（松戸駅下車）

人権擁護委員一覧（順不同・敬称略、平成30年5月1日現在）
高橋むつき、若林桂子、島尻武雄、野村義

ただし

、藪
や ぶ

田
た

京子、森めぐみ、
山口勤、飯箸秀行、青木早智子、河西光江、荒

あ ら

久美子、大井博美、
藤田宗晴、飯尾尚、町田達雄

問みんなの人権110番ナビダイヤル☎0570－003－110

人権擁護委員制度
みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう　相手の気持ち　

未来へつなげよう　違いを認め合う心～

啓発重点目標

 ご存じですか?

ペットボトルの
キャップ、ラベル

ポリ袋・
ラップなど

菓子パン・冷凍
食品などの袋

洗剤・シャンプー
などの容器

カップ・
トレー・
発泡スチ
ロールなど

～コミュニケーション力UP～
要申込

リサイクルするプラスチックの例

市ホームページ

問介護保険課資格保険料班☎366－7370

プラの識別マーク

2 松戸朗読奉仕会では、市内在住で障害者手帳（視覚）を持っている人に、広報まつどを音声化したCDを無料で郵送しています。  問ふれあい22☎383－7111

●広報まつど　2018年（平成 30年）6月1日



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
お知らせ

気温が高く風の弱い日で、薄曇りから晴
れの日は、光化学スモッグに注意を
　発生すると目がチカチカするなどの健
康被害が発生することがあるため、注意
報等の発令時にはなるべく外出を控えま
しょう　※詳細は市ホームページで 環
境保全課☎366－7337

6/19㈫から7/21㈯（予定）まで、小金支
所・小金保健福祉センターのピコティ西
館のエレベーターは改修工事のため使
用できません
　階段で3階まで昇ることが困難な人は
お問い合わせください 小金支所☎341
－5101、小金保健福祉センター☎346－
5601

大規模小売店舗の変更届出の縦覧と意
見書の提出
縦覧および意見書提出期限 7/27㈮縦覧場所
商工振興課対象店舗松戸パークビル 同
課☎711－6377

自分らしく安心して暮らせるまちをめざし
て～松戸市男女共同参画プラン第5次実
施計画を策定～
　男女共同参画社会実現に向けた必要
な取り組みを進めていくための計画です
計画期間 平成30年度から5年間閲覧方法
男女共同参画課、行政資料センターでの
閲覧および市ホームページで 同課☎
364－8783

男女共同参画市民企画支援事業を募集
対象団体 ゆうまつどフェスタ等で事業を
実施する団体事業の実施期間 8月～平成
31年2月 対象経費 講師謝礼、消耗品費、
保育者謝礼　※詳細は市ホームページで
6/29㈮までに、所定の申請書等を直接

男女共同参画課（☎364－8783）へ

民泊等によるトラブルを未然に防ぐため、
マンション管理規約の見直しを
　マンション管理相談会（第1㈬開催、要
申込）や管理規約改正のポイントを解説し
た「マンション管理Q＆A
－民泊編－」をご活用くだ
さい　※詳細は市ホーム
ページで 住宅政策課☎
366－7366

農業者年金を受給している人は6月中に
農業者年金現況届を提出してください
　対象者に（独）農業者年金基金から「現
況届提出のお願い」が送付されます　
※現況届を提出しないと農業者年金が支
給停止になる場合があります 農業委員
会事務局☎366－7387

市立保育所の臨時職員（①保育士②保育
従事職員）を募集
勤務開始日 随時 必要資格 ①
保育士 時給 ①1,270円②
1,090円（別途交通費支給）
※詳細は市ホームページで
電話で幼児保育課☎366－7351へ

健康づくりをテーマとした絵画を募集
テーマ食生活・運動・睡眠・歯磨き・禁煙
等 県内在住の小学生 応募規定 ●個人
作品で未発表●四ツ切の画用紙を縦長に
使用（文字は入れない）●作品の裏面に学
校名・学年・氏名（ふりがな）を記入 9/7
㈮〔必着〕までに、直接または郵送で〒263
－8566千葉市稲毛区天台6の4の3　千
葉県国民健康保険団体連合会事業課保健
事業係（☎043－254－7355）へ

北山会館（斎場・北山市民会館）の指定管
理者を募集
指定期間H31/4/1～H35/3/31募集要項配布
6月4日㈪から22日㈮に地域福祉課で
同課☎366－3019

6/3㈰から9㈯は危険物安全週間
推進標語「この一球 届け無事故へ みんな
の願い」　灯油やガソリン等の身近な危
険物の安全な取り
扱い方法を確認しま
しょう。危険物施設
の立ち入り検査や、
関係者へ危険物安
全週間研修を行い
ます　※詳細は市消
防局のホームページ
で 消防局予防課
☎363－1114
 
6月の松戸競輪開催日程
本場開催 6/15㈮～17㈰（FⅠナイター）
場外開催 6/1㈮～3㈰静岡（FⅠ）、6/2㈯～
5㈫函館（GⅢナイター）、6/4㈪～6㈬大
宮（FⅠ）、6/7㈭～10㈰取手（国際自転車G
Ⅲ）、6/11㈪～13㈬福井（FⅠ）、6/12㈫～
14㈭佐世保（FⅠナイター）、6/14㈭～17
㈰岸和田（高松宮記念杯GⅠ）、6/18㈪～
20㈬松山（FⅠ）、6/23㈯～26㈫久留米
記念（GⅢ）、6/24㈰～26㈫前橋（FⅠナイ
ター）、6/28㈭～7/1㈰宇都宮記念（GⅢ）
公営競技事務所☎362－2181

戦没者遺族を対象とした戦跡慰霊巡拝
原則80歳以下で健康状態が良好な慰

霊巡拝を行う以下の地域における戦没者
の遺族〔配偶者（再婚を除く）・父母・子・兄
弟姉妹・孫・甥・姪〕、参加遺族の配偶者
対象地域 北ボルネオ、ビスマーク諸島、硫
黄島、ミャンマー、パラオ諸島、フィリピン
各巡拝にかかる参加費用 電話で千葉

県健康福祉部健康福祉指導課遺族等援護
班☎043－223－2337へ

講座・講演・催し

A
ア ー ト

rt C
コ レ ク シ ョ ン

ollection「原勝郎と板倉鼎
かなえ

－それ
ぞれの巴

パ

里
リ

－」
7/8㈰まで（㈪休館）開館時間 9時～16

時30分 千葉県立美術館 一般300円、
高校・大学生150円他 同館☎043－
242－8311

育てよう緑のカーテン！ゴーヤの苗を配布
6/6㈬9時から 市役所正面玄関受付

前 先着150人 環境政策課☎366－
7089

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
6/7㈭11時～11時30分 ふれあい

22演奏者日
ひ

向
が

野
の

のりえ氏（歌）、德川眞弓
氏（ピアノ） ふれあい22☎383－0022

住宅リフォーム①相談②市民講座
6/9㈯①10時～13時、14時～16時②

13時～14時 稔台市民センター 松
戸住宅リフォーム相談員協議会☎365－
5252

まつど市民活動サポートセンターの催し
①やる気のあがるチームづくりシリーズ
「いつもの会議が楽しくなるワークショッ
プの基本」 6/12㈫18時30分～20時
30分 同センター長 先着15人②ち
びっこ縁日あそび・よっといでー！～まち
づくりコラボ企画～ 6/17㈰10時～14
時 未就学児と親③パソコンスキルアッ
プシリーズ「活動を簡単にPRできるQR
コードの作り方」 6/23㈯13時30分～

15時30分 ぱそこん119・石井省三氏
先着9人 ノートパソコン、QRコードを読
み取り可能なスマートフォンまたはタブ
レット④夏のボランティア体験講座「Let’s
体験！！2018」 7/23㈪～8/31㈮
市内の市民活動団体で子育て・教育・環
境・福祉等のボランティア体験 中学生
～29歳 先着200人 ①③同セン
ター②寺沢公園（矢切支所裏） ①③電
話またはEメールで同センター☎365－
5522、 hai_saposen@matsudo-sc.
comへ②当日会場で④7/15㈰までに、
直接同センターへ

ふれあい教室「朗読をきくかい」
6/13㈬10時～11時30分 ふれあい

22 松戸朗読奉仕会会員による短編・
エッセー等の朗読 障害者手帳を持って
いる人等 障害者福祉センター☎383－
7111

㈱セブン-イレブン・ジャパン中高年齢者
仕事説明会・個別相談会
6/14㈭14時～15時30分 馬橋東

市民センター おおむね60歳以上 先
着30人 電話で高齢者支援課☎366－
7346へ

教科書展示会
6/15㈮～7/4㈬（平日のみ）各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

ひったくり撲滅を目指し「ひったくり防止
自転車かごカバー」を配布します
　カバーを取り付ける自転車でお越しくだ
さい（その場で取り付け、1人1個）。移動
交番車で警察への手続きや相談等もでき
ます 6/15㈮10時～10時30分 キラ
リ公園（高塚新田424の2） 先着100人
市民安全課☎366－7285

（公社）松戸市シルバー人材センターの
臨時入会説明会
6/15㈮10時から 市民会館 市内

在住で健康な60歳以上 同センター☎
330－5005

（公社）松戸市シルバー人材センタース
マホ・パソコン教室
　パソコン、タブレット、スマートフォン
等の入門・実用コースがあります 電話
で同センター☎330－5005へ

NPO・市民活動よろず相談室「実践に活
い

かせる！はじめての会計入門」
6/18㈪10時～12時 新松戸市民活動

支援コーナー まつど市民活動サポートセ
ンター副センター長 先着15人 電話ま
たはEメールで同センター☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-sc.comへ

古民家「旧齋藤邸」造形講座～鳥獣戯画
の模写に挑戦しよう！～
6/21㈭10時30分古民家「旧齋藤邸」

集合、15時解散 日本画家・泉晴
せい

行
こう

氏
先着15人 昼食、飲み物、虫よけスプ

レー 6/14㈭までに、電話で社会教育
課☎366－7462へ

マンション管理①個別相談会②セミ
ナー・交流会
6/24㈰①10時～12時②13時～16時
市民劇場 管理組合、居住者等 ①

のみ先着8組 電話またはFAXで千葉県
マンション管理士会事務局☎043－244－
9091、 043－244－9094（平日10時
～17時）へ

シティー・ミニコンサート～民謡調で～
6/27㈬12時15分～12時45分（11時

30分開場） 市役所市議会議場曲目城
ケ島の雨、中国地方の子守歌他演奏者メ
ンサー華子氏（ソプラノ）、竹尾真紀子氏
（ピアノ） 先着150人 当日会場で
生涯学習推進課☎367－7810（演目）、
議会事務局☎366－7381（会場）

企業の経営者・人材採用担当者向け「採
用支援セミナー」
6/27㈬14時～17時 勤労会館 人

材採用成功のためのポイント、若手人材
の戦力化に成功している企業の共通点等
先着30人 電話で商工振興課労政担

当☎711－6377へ 

保育de就職！@千葉「保育のしごと就職
フェスタ」
7/1㈰12時～16時 千葉経済大学短

期大学部（千葉市）　※10時から潜在保
育士応援プログラムも開催（要申込） 当
日会場で 千葉県社会福祉協議会千葉
県福祉人材センター☎043－222－2668

福祉のしごと就職フェアinちば
7/8㈰13時～16時 幕張メッセ（千葉

市）　※10時30分から福祉のおしごとセ
ミナーin幕張も開催　※履歴書不要 千
葉県社会福祉協議会千葉県福祉人材セン
ター☎043－222－1294

会 議

教育委員会会議
6/7㈭14時から 京葉ガスF松戸ビル

5階会議室（傍聴は13時30分から受け付
け） 教育企画課☎366－7455

（仮称）松戸市リサイクルプラザ整備事業
者選考委員会
6/11㈪14時から 市役所新館5階市

民サロン傍聴定員 5人（抽選） 廃棄物対
策課清掃施設担当室☎366－7335

市ホームページ

市ホームページ

松戸都市計画道路事業3・3・7号横須賀紙敷線（河原塚・紙敷区間）の事業説明会
開催日時 会場 定員

6/20㈬・27㈬各19時から6/20㈬・27㈬各19時から 八柱市民センター八柱市民センター 各先着130人各先着130人
6/23㈯10時から、14時から6/23㈯10時から、14時から 河原塚小学校体育館河原塚小学校体育館 各先着300人各先着300人
6/30㈯10時から、14時から6/30㈯10時から、14時から 東部市民センター東部市民センター 各先着120人各先着120人
道路建設課☎366－7373

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

※当日案内への切り替えを毎朝８時45分～９時の間に実施。 〔当日
の医療機関（待機病院、休日在宅当直医、夜間小児急病センター、
休日土曜日夜間歯科診療所等）を案内〕

平日16時30分～翌日9時
休日と土曜 9時～翌日9時☎366－0010

テレホン案内サービス
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　仕事や保育料を理由に幼稚園入園を諦めていませんか。
幼稚園の預かり保育の助成内容、実施幼稚園を紹介します。
日時7月7日㈯9時30分 ～12時　会場中央保健福祉センター集団指導室　
対象お子さんの3歳からの入園先を探している人　定員先着80人　
費用無料　※一時預かりあり（6カ月以上、先着40人、無料、要申込）。
 6月15日㈮までに、電話で幼児保育課☎366－7351へ

　麻しん（はしか）は非常に感染力が強いので、早めに接種しましょう。
対象者第1期＝1歳～2歳未満、第2期＝平成24年4月2日～平成25年4月1
日生まれ　※第2期の対象者には、4月初旬に通知を送付済み。接種期間は
平成31年3月31日まで。同予防接種は、原則2回接種。
転入や紛失等の理由で予診票を持っていない場合母子健康手帳を持参して、
直接健康推進課（即日発行）または各支所の市民健康相談室（後日郵送）で申
し込みできます。はがきでの申し込みも可。詳細はお問い合わせください。
注意事項◦麻しんと風しんの両方にかかった人は、接種の必要はありません
◦市外の医療機関での接種を希望する場合は、お問い合わせください
問同課予防衛生班☎366－7484

7月3日㈫・10日㈫・17日㈫各10時～13時　会場文化ホール　講師日本
画家・泉晴

せ い

行
こ う

氏　定員15人（抽選）　費用600円

7月5日㈭・12日㈭ 各13時30分～15時30分　
会場文化ホール　定員30人（抽選）   費用無料
共通 6月11日 ㈪〔必着〕までに、往復はがきまたは申し込みフォームに講
座名・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・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　※往復はがき1枚、申し込みフォーム1件に
つき1講座（本人のみ）の申し込み。連名での申し込みはできません。
※定員に満たない場合は、6月12日㈫から電話で受け付け。
※申し込みフォームから申し込みした場合は、生涯学習推進
課 からのメール（ mcsyougaigakusyu-kouza@city.
matsudo.chiba.jp）を受信できるように設定してください。

　今までの松戸市成人式は午前のみの開催でしたが、より多くの新成人
に式典に参加していただくため、平成31年は午前、午後の2回に分けて
開催します。
日程平成31年1月14日㈷第一部＝9時30分から（式典は10時～11時）、
第二部＝13時から（式典は13時30分～14時30分）　会場森のホール
21　対象平成10年4月2日～平成11年4月1日生まれの市民　※対象者
には12月に案内状を送付予定。　第一部・第二部の区分第一部（午前）＝
第一・第二・第五・第六・古ケ崎・牧野原・河原塚・和名ケ谷・旭町・新松
戸南各中学校区、第二部（午後）＝第三・第四・小金・常盤
平・栗ケ沢・六実・小金南・根木内・金ケ作・小金北各中
学校区　※原則として住所地の中学校区で分けていますが、
事情がある場合は都合のよい時間帯に参加できます。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

新成人の中から新成人キャストを募集します
第1回打ち合わせ 6月21日㈭18時から文化ホールで

（会議を年6回程度実施予定）　※謝礼や交通費等の支
給はありません。

電話またはEメールで社会教育課社会教育班☎366
－7462、 mcseijinsiki@city.matsudo.chiba.jpへ

夏の講座 要申込

平成31年松戸市成人式は
午前・午後の二部制で開催します

問社会教育課社会教育班☎366－7462

成人講座
「日本画って何？」日本画に触れてみよう～日本画入門編〔全3回〕

6月23日㈯14時から　会場市民劇場　講師大正大学心
理社会学部准教授・田中俊之氏　定員先着300人
費用無料　※手話通訳、要約筆記、一時預かりあり（6
カ月以上～小学2年生、先着8人）。

電話・FAXまたは申し込みフォーム
に住所・氏名 ・電話番号・一時預かり
の希望を記入して、男女共同参画課☎
364－8778、 364－7888へ

　就労・両立支援相談員との面談やハ
ローワークの求人情報等の提供などに
加え、今年度から起業相談も実施してい
ます。
日時火・木曜10時～15時（祝日・年末年
始・月末日を除く）　※起業相談は第２
木曜に実施。　会場ゆうまつど
問男女共同参画課☎364－8778

麻しん（はしか）・風しん混合（MR）
第1期・第2期予防接種

男性学の視点から
男女共に生きやすい社会を考える

働きたい！両立したい！を応援します
～まつど女性就労･両立支援相談～

松戸市制施行75周年記念 男女共同参画週間記念講演会

田中俊之氏

メールフォーム

心に残る成人式を　　
プロデュースしてみませんか
〜新成人キャスト募集〜 要申込

　各ブースを体験するとポイントがもらえます。5ポイン
ト貯

た

めたお子さん先着200人に松戸産枝豆をプレゼン
トします（各ブース1ポイント、かるたは3ポイント）。
日時6月16日㈯12時30分～16時　会場市民会館
内容◦かつお節削り体験（材料がなくなり次第終了）◦だしの飲み比べ
体験◦減塩クイズ◦歯磨き指導◦野菜当てクイズ◦清涼飲料水の糖度
測定◦食育かるた体験　
費用無料
問健康福祉政策課
　☎704－0055

松戸 　　 まつり

食の大切さを見直し、
のぞましい食習慣を身につけよう！

市民自主企画講座
PPK・「老いの特権」～自分だけの時間をどう生きるか？〔全2回〕
ピンピンコロリ

問同課☎366－7302
　ハチはこちらから手を出さなければめったに攻撃してきませんが、種類
によっては危険が生じるため、駆除しなければならないことがあります。
ハチの特徴を知り、それぞれの種類に合わせた対処をしましょう。

　慌てずにすぐに傷口から毒を絞り出して、傷口を水でよく
洗い、冷やしてください。　※玄関の軒下など、日常生活に
支障がある場所に巣ができた場合は同課にご連絡ください。 
※詳細は市ホームページをご覧ください。

　女王バチを中心に、
樹木、電柱等に大群で
群がること（分蜂）があ
りますが、危険性が低
く、数日でどこかに飛
んでいきます。少し様
子を見守ってくださ
い。

　体は細長く、長い足
をダラリと垂らして飛
んでいます。巣は、円
すい形や、平たい丸形
です。夜や寒い日は比
較的飛ばないので、巣
が小さいうちは市販の
殺虫剤で簡単に駆除で
きます。

　体の大きなハチです。
直線的な飛び方をしま
す。きれいなしま模様
の入った巣を作り、だ
んだん大きくなってい
きます。近寄ると巣を
守るために攻撃してく
るので、十分注意して
ください。

ミツバチの分蜂

ミツバチ

アシナガバチの巣

アシナガバチ

スズメバチの巣（初期）

スズメバチ

ハチ情報すぐやる課 から

市ホームページ

市ホームページ

食育

ようちえん時間外おあずかり説明会 要申込

働いていてもOK 負担額は保育所（園）とほぼ同額

ハチに刺されたら

松戸市食育シンボル
キャラクター・ぱくちゃん

申し込みフォーム

市ホームページから
申し込みフォームへ
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総合医療センター小児脳神経外科外
来は、6月8日㈮に休診します
問同センター☎712－2511

6月は「食育月間」、毎月19日は「食育
の日」～パネル展示・レシピ提供～
6月1日㈮～8日㈮各8時30分～17時（最終日は
16時まで）　会場市役所1階連絡通路
問健康福祉政策課☎704－0055

しゃべりばカフェ（茶和会、小物作り）
毎週水曜（祝日を除く）13時～16時　会場風早
会館（上本郷2679）　費用200円（飲食代）　
※別途材料費。
問明第2東高齢者いきいき安心センター☎382
　－6294

がん患者・家族「集いの場」要申込
6月15日㈮13時30分～15時30分（13時開場）
会場総合医療センター8階特別カンファレンス
室（1階総合案内で入館証を受け取ってくださ
い）　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で同センターがん診療対策室
☎712－2511（内線1025）、 712－2573へ

食からはじめる健康セミナー「スリ
ムアップコース」要申込  
6月①19日㈫10時～12時②26日㈫10時～13
時　会場小金保健福祉センター　内容①運動実
技②調理実習　対象市内在住の20歳～50歳代
定員各先着25人　持ち物筆記用具、①運動できる
服装と靴・バスタオル・タオル・飲み物②エプロン・
三角巾・布巾2枚・手拭きタオル　費用無料　
※一時保育あり（2歳以上、おやつ代200円、要
申込）。

6月1日㈮9時から、電話で同センター☎346
－5601へ

小さい子のためのおはなし会
6月7日㈭・12日㈫・14日㈭・15日㈮・19日㈫・22日㈮・26日㈫・28日
㈭各10時30分～11時、14時30分～15時　会場子ども読書推進セン
ター　対象0歳～3歳くらいの子と保護者
親子絵本講座
6月8日㈮10時30分～11時10分　会場子ども読書推進センター
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

小学校での読み聞かせ講座 要申込
6月22日㈮10時～12時　会場子ども読書推進センター　
内容読み聞かせの基本＆ともだち・学校がテーマの本　
対象小学生の保護者　定員先着50人

電話で子ども読書推進センター☎331－0077へ

市民センターおはなし会
6月①8日㈮②15日㈮③19日㈫④20日㈬⑤22日㈮⑥26日㈫⑦28日
㈭各15時30分～16時　会場①明②五香③小金原⑤新松戸各市民セ
ンター④東部スポーツパーク⑥図書館小金分館⑦図書館和名ケ谷分館
対象幼児～小学生と保護者
絵本はじめのいーっぽ〜乳幼児のための読み聞かせサポート〜
6月①12日㈫②15日㈮③19日㈫④⑤22日㈮ ⑥27日㈬⑦28日㈭　
時間①10時～10時30分②④⑥⑦10時30分～11時③11時～11時
30分⑤11時20分～11時50分　会場①河原塚第一町会公民館②
CMS子育て支援センター（六高台保育園内）③チェリッシュ・サポート・シ
ステム（野菊野こども園内）④常盤平児童福祉館⑤根木内こども館（晴
香園内）⑥E-こどもの森・ほっとルーム新松戸⑦矢切公民館　※全会場
とも駐車場はありません。　対象0歳～3歳くらいの子と保護者

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

振込日6月8日㈮　※金融機関により振り込み時間が異なることがあります。
支給月額3歳未満（一律）＝1万5千円、3歳以上小学6年生以下＝1万円（第1・
2子）・1万5千円（第3子以降）、中学生（一律）＝1万円　※所得制限限度額
以上の世帯は、児童1人につき5千円。
継続受給には、毎年6月に児童手当現況届の提出が必要です
　対象の人には、6月上旬までに現況届を送付します。現況届の提出がな
いと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
受付期間6月29日㈮まで　受付方法郵送または直接子育て支援課児童給
付担当室（☎366－3127）へ

市民会館プラネタリウム室
NAOKO SPACE PLANETARIUM

認知症サポーター養成講座 要申込
6月①21日㈭13時30分～15時②22日㈮10時
～11時30分　会場①六実市民センター別館②
馬橋市民センター　対象市内在住・在勤　講師
高齢者いきいき安心センター職員　定員先着①
30人②20人　費用無料

電話で各高齢者いきいき安心センター①六実
六高台☎383－0100②馬橋西☎711－9430へ

介護者のつどい 要申込  
6月21日㈭14時～17時　会場小金原高齢者い
きいき安心センター　対象認知症の家族がいる
介護者または介護経験者等　定員先着10人
費用無料

電話で同センター☎383－3111へ

健康塾「臨床心理士って何？」要申込

6月28日㈭14時30分～16時　会場東松戸病院
2階大会議室　定員先着60人　費用無料

電話で同病院保健福祉医療室☎391－5500へ

歯と口
こう

腔
くう

の健康づくりに関する調査研
究結果報告会 要申込  
6月28日㈭18時～19時15分　会場中央保健福
祉センター　内容特定健診対象者の口腔機能・
状況とメタボリックシンドロームの関連　講師
日本大学松戸歯学部教授・河

か わ い

相安彦氏、小
お

方
が た

頼
よ り

昌
ま さ

氏、准教授・有川量
か ず

崇
む ね

氏　費用無料
電話で健康推進課☎366－7489へ

愛の献血
7月2日㈪10時～11時45分、13時～16時　
会場市役所正面玄関前　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。
問健康推進課☎366－7487

口腔がん検診 要申込  
8月5日㈰9時30分～12時30分　会場中央保健
福祉センター　対象市内在住　費用無料　

7月6日㈮〔必着〕までに、往復はがきに郵便
番号・住所・氏名・年齢・電話番号を記入して、

〒271－0072松戸市竹ケ花45　松戸歯科医師
会検診係（☎368－3553）へ　※検診当日に返
信はがきを持参してください。

骨粗しょう症検診（X線検査）要申込

①8月24日㈮・29日㈬、9月②4日㈫③11日㈫
会場①中央②小金③常盤平各保健福祉センター
対象市内在住の女性で、平成31年3月31日時点
で35・40・45・50・55・60・65・70歳の受診
券を持つ人（妊娠中または妊娠の可能性がある
人、骨粗しょう症で治療中の人は受診不可）　
費用500円（千葉県後期高齢者医療被保険者証
を持つ人、生活保護世帯または市民税非課税世
帯の人は無料）

7月31日㈫〔消印有効〕までに、電話またはは
がき（封書可）に「骨粗しょう症検診希望」、住所・
氏名・生年月日・電話番号・希望会場（①中央②
小金③常盤平）・登録番号（受診券に記載）を記
入して、〒271－0072松戸市竹ケ花74の3　健
康推進課健診班（☎366－7487）へ　※検診日
時は後日通知。市ホームページまたは直接市役
所・各支所の市民健康相談室でも申し込み可。

蚊に注意！ 個人でできるデング熱・
ジカ熱対策
　デング熱・ジカ熱を媒介するヒトスジシマカ
の活動時期は、5月中旬から10月下旬です。長
袖・長ズボンを着用し、蚊の忌

き

避
ひ

剤を使用するな
ど、蚊に刺されないようにしましょう。蚊の幼
虫は、古タイヤや雨ざらしのじょうろ、植木鉢の
皿、屋外に放置されたペットボトル等の水たま
りに発生します。発生源を作らないように注意
しましょう。
問健康福祉政策課☎704－0055

食中毒注意報が発令されました（9月
30日㈰まで）
　食中毒予防の三原則は「細菌を付けない・増
やさない・やっつける」です。調理や食事の前に
は必ず手を洗い、肉や魚、野菜等はしっかり加熱
してから食べましょう。
問健康福祉政策課☎704－0055

児童手当6月期分（2月～5月分）を支給します

★キッズ＆ジュニアアワーうしかい座
のおはなし～ヘルクレスとアトラスの
ちえくらべ～
投影日時7月1日までの土・日曜13時
30分、14時30分（1回約20分）

★ずらりとならぶ惑星たち～金木土
火たまに月～
投影日時7月1日までの土・日曜①10
時30分②15時30分（1回約40分、
①は文字解説付き）

共通 定員各先着80人　費用50円（中学生以下無料）  ※6月15日
㈮の県民の日は、観覧無料。
 投影開始30分前から同館2階（☎368－1237）で受け付け

まつど健康マイレージ付与 …

5

●広報まつど　2018年（平成 30年）6月1日



相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
松戸市消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119
消費生活相談 平日 8:30～16:00 消費生活センター☎365－6565

福祉なんでも相談
電話相談専用ダイヤル
毎週水、第1・4金10:00
～15:00☎368－1333

毎週水、
第1・4金

10:00～15:00

社会福祉協議会
（社福）松戸市
社会福祉協議会
☎368－1333

第1火 六実支所

第1木 小金原市民センター

障
が
い
者
相
談

基幹相談支援
センターCoCo

平日
8:30～19:00 総合福祉会館（2階）

※訪問可
 ☎308－5028
 366－1138

ふれあい相談室 9:00～17:00
   （予約優先）

ふれあい22（3階）
※訪問可

☎388－6222・6225
383－5552

障がい者虐待防止
障がい者差別相談センター 平日 8:30～19:00

基幹相談支援センターCoCo内
（総合福祉会館2階）

☎366－8376　 366－1138
高齢者・障がい者
成年後見制度相談

毎週火・金（祝日
の場合は前日）

9:00～17:00
   （要予約）

NPO成年後見センター
しぐなるあいず☎702－7868

労働相談 毎週月・木
（第3木を除く） 17:00～20:00 勤労会館

（第3木曜休館）
商工振興課
☎711－6377

経営相談（起業を含む）
（予約制） 平日 9:00～17:00 松戸商工会議所

会館
松戸商工会議所
☎364－3111

若者の就労相談
（予約制）

毎週火～土
（祝日休み） 9:30～17:00 松戸商工会議所

別館
まつどサポステ
☎703－8301

無料職業
紹介所

65歳以上
平日 9:00～17:00★

（社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館1階）☎365－4712

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

生活困窮者相談 平日 9:00～17:00 松戸市自立相談支援センター
（市役所本館3階）☎366－0077

就学・教育相談（予約制） 平日 8:30～17:00 教育研究所（予約専用）☎366－7600

青少年相談
電話

毎週火～土 9:30～17:00 常盤平児童福祉館
☎384－7867来所予約制

いじめ電話相談 平日 8:30～19:00 ☎703－0602（本人・保護者対象）

ゆうまつど
こころの
相談

女性対象
（予約制）

第1月・木  14:00～20:00
男女共同参画課（相談室直通）

☎363－0505
第2～4月・木 10:00～16:00 

男性対象
（電話相談） 第1・3金 17:30～20:30

まつど女性就労・両立支援
相談（第2木は起業相談も）

毎週火・
第2～4木 10:00～15:00 ゆうまつど（2階） 男女共同参画課

☎364－8778

今月の相談案内 お気軽にご相談ください　★は昼休みを除く
※相談は全て無料です。閉庁日の相談はありません。

※公益通報者保護法による外部通報の受け付け、相談については
　広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）が窓口です。

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
市政相談・一般民事相談 平日 8:30～17:00★

市役所本館2階相談
コーナー☎366－1162

※最終受付は、各相談
の終了時間のおおむね
30分前
※法律相談は、裁判中
や調停中の事件は相
談できません

※不動産・登記相談の
予約は、相談日の1カ月
前から前日の17時まで

※税務相談の予約は、
相談日の1カ月前から
前 日々の17時まで

一般民事相談専用
（広報広聴課
広聴担当室）
☎366－7319

※一般民事相談は
金銭・身の上・相続・
離婚・家庭問題等
の簡単な法解釈を
要する相談

行政書士相談
事務局予約専用
☎316－1950（初見）
（平日9時から17時）

法律相談
（随時予約）

第1～4月・火・木
（第1月を除く） 13:00～17:00

第1月 9:00～12:00
交通事故相談 毎週月・火・木 9:00～17:00★

外
国
人
相
談

英語・中国語 第1・3火
9:00～12:00スペイン語 第2火

タガログ語 第2・4火
ベトナム語 第4金 13:00～16:00

行政相談 第2・4月 13:00～16:00
行政書士相談（予約制） 第1月 13:00～16:00
不動産相談（予約制） 第1～4水 13:00～17:00
税務相談（予約制） 第2金 13:00～17:00
登記相談（予約制） 第3金 13:00～16:30

建築士相談 第2水（予約優先） 9:00～12:00 市役所本館2階
相談コーナー

建築士会相談窓口
☎362－8401

住宅リフォーム相談 第3水 10:00～16:00 住宅政策課
☎366－7366マンション管理相談 第1水（予約優先） 9:00～12:00 市役所新館6階会議室

人権相談
※人権相談は法務局松戸
支局でも行っています   
（平日8:30～17:15）

第2月、第3・4木 9:00～12:00 行政経営課相談コーナー

行政経営課
☎366－7311
法務局人権ダイヤル
☎0570－
003－110

第1火

10:00～15:00★

六実支所
第4水 東部支所
第1木 小金原市民センター
第1金 新松戸市民センター
第2金 ふれあい22

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

ひとり親（就労等）相談 平日 9:00～17:00★ 子育て支援課☎366－7347

子育て相談 平日 8:30～17:00

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

CMS☎394－5590
チェリッシュ・サポート・システム

☎308－5880
子すずめ☎387－0124
あおば☎387－5456

ドリーム☎070－3935－1230
はなみずき☎710－8070
グレース☎382－6182

◆歌って健康　杉山公章の歌声
コンサートin松戸市
6/22㈮13:00
会場市民劇場　費用全席自由 
1,500円（当日券は500円増し）　
※車椅子等で介助が必要な人の
付き添いは1人まで半額（発売中）
◆福島を忘れない～復興支援チ
ャリティー千住真理子ヴァイオリ
ン・リサイタル～〔スペシャルゲ
スト〕千住明
7/14㈯14:00
会場大ホール　費用全席指定 
4,000円（当日券は500円増し）、
小・中学生2,000円　※未就学
児入場不可（発売中）
◆ベンチャーズ ジャパン・ツア
ー2018
7/28㈯16:00　
会場市民会館　費用全席指定
6,000円　※未就学児入場不可
（発売中）
◆気になる三人かい…柳家喬

きょう

太
た

郎
ろう

・桃
とう

月
げつ

庵
あん

白
はく

酒
しゅ

・春風亭一之輔他
8/11㈷13:30
会場市民会館　費用全席指定
3,600円　※未就学児入場不可
◆韓

カン

暁
ギョウ

娟
ケン

ソプラノシリーズコンサ
ート 
9/5㈬14:00
会場小ホール　費用全席自由 
3,500円（当日券は300円増し）
　※小学生以上チケット必要　
※未就学児は親子室へご案内
（発売中）
◆杏里 ANRI LIVE 2018
9/22㈯17:00
会場大ホール　費用全席指定 

　定員各先着30人　費用1回
500円 同体育館☎331－1131
●グラウンド・ゴルフ教室
6/10㈰9:00～12:00（③は13
時まで）　会場①六高台スポー
ツ広場②松飛台第二小学校③新
松戸中央公園　 ①伊藤☎090
－8027－8076②明

みょう

道
どう

☎090－
9835－1187③矢野☎090－
3107－0348
●ファミリースポーツ教室
6/3㈰9:00～12:00　会場新松
戸西小学校　 宮崎☎346－
4327

●スポレク祭（グランドゴルフ・
カローリング他）
6/16㈯9:00～12:00　会場稔
台小学校　 髙橋☎363－3064
●ヘルスバレーボール・ボッチャ
教室
6/16㈯19:00～21:00　会場東
部スポーツパーク　 岩下☎090
－5531－8004
●スポレク地域祭グラウンド・ゴ
ルフ大会（小金原地区）
7/1㈰9:00から　会場根木内小
学校　定員先着80人　申 6/15
㈮〔必着〕までに、電話またはFAX
に氏名・年齢・電話番号を記入し
て市村☎ 342－6190へ

6,200円　※未就学児入場不可
（発売中）
◆「おかあさんといっしょ」ガラピ
コぷ～がやってきた！！
9/30㈰13:30、16:00
会場大ホール　費用全席指定
2,500円　※1歳以上有料（1歳
未満で保護者の膝上で鑑賞する
場合は1人まで無料）（発売中）

◆松戸民演連盟発表会
6/10㈰10:00　
同連盟・成嶋☎341－3572

（夜間のみ）
◆中村美律子歌謡ショー　★
6/24㈰11:30、15:00
トモ・エンタープライズ☎048

－967－0221
◆ギター・アンサンブル サマー
コンサート
6/30㈯13:00
松戸ギタークラブ・永松☎342

－3825

◆カラオケ3クラブ競演歌の祭典
6/6㈬10:30　
常盤平老人福祉センター☎382

－5125

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌日休館）
※駐車場は大変混雑します。電車・バスをご利用ください。
※チケットは完売している場合があります。

森のホール21　今月の催し物　　 ☎384－5050
日程 内容（★は有料） 開演

時間 問い合わせ先

大
ホ
ー
ル

3 日 松戸ブラスオルケスター定期演奏会 14:00 成本☎080－3257－5910

8 金 石川さゆりコンサート2018　★ 14:00
18:00

ベルワールドミュージック
☎03－3222－7982

10 日 千葉県合唱連盟・千葉県合唱祭　★ 10:35 同連盟事務局・濱田☎090－4014－4185

16 土 岡村孝子 CONCERT2018“T's GARDEN”　★ 18:00 Ro-Onチケット☎365－9960

17 日 松戸市民吹奏楽団定期演奏会 14:00 円城寺☎090－9296－2048

23 土 山下達郎 PERFORMANCE 
2018　★ 18:00

森のホール21チケットセン
ター☎384－3331

24 日 ソーゴー東京
☎03－3405－9999

30 土 平原綾香 15th Anniversary CONCERT TOUR 2018　★ 17:30 Ro-Onチケット☎365－9960

小
ホ
ー
ル

2 土
土岐能子シャンソン教室発表会 14:00 スタジオTOKI・根本☎080－1242－25403 日

9 土 21st Century Orchestra Tokyo特別公演in松戸　★ 13:30
21世紀オーケストラチケッ
トサービス
☎03－3261－2786

16 土 常盤平学園音楽教室発表会 13:00 菊池☎080－5485－4223

23 土 陽だまりオカリナコンサート 10:30 伊藤☎090－7414－7840

24 日 みんなのコンサート（音楽教室発表会） 13:00 奈良☎348－5791

30 土 ピアノ発表会 19:00 松井☎341－4680

◆小金高校弦楽部定期演奏会
6/15㈮18:00
同校・山田☎341－4155

◆女声コーラス「瑠璃の風」コンサ
ート
6/16㈯13:30
小川☎090－6652－6088

◆きしきギター発表演奏会
6/17㈰13:00
きしきギター☎363－5439

◆松戸童謡の会 童謡を歌う（月例
会）★
6/20㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆サテライト・ハーモニカコンサー
ト
6/21㈭13:00
萩野☎364－9805

◆歌って健康！歌声コンサート　★
6/22㈮13:00
㈱マイソング☎03－5774－

1414
◆千葉・県民芸術祭「千葉県謡曲と
仕舞の会」
6/30㈯9:45　
千葉県能楽連盟・大村☎0436

－62－5504

◆初めての①パワーヨガ②フラ
6月の①㈬ 11:00～12:00②㈮
10:00～10:50　会場小金原体育
館　対象18歳以上　定員各先着
30人　費用1回500円　 同体
育館☎341－2242
◆①ピラティス②初めてのフラ
①6/4～18の㈪13:30～14:30②
6/9～30の㈯11:10～12:00　会
場常盤平体育館　対象18歳以上
定員各先着30人　費用1回500
円 同体育館☎386－0111
◆①ズンバ②ヨガ
①6/4～18の㈪15:10～16:00②
6月の㈮15:00～16:30　会場柿
ノ木台公園体育館　対象18歳以上

市民劇場
☎ 368－ 0070   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。 

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※申し込みは当日会場で。
●はスポーツ推進委員主催

森のホール21 チケットセンター
☎384－3331

受付時間…10:00～19:00
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※大・小ホールは森のホール 21です。
※完売の場合あり。
※詳細はホームページで。
 http://www.morinohall21.com/

市民会館
☎ 368－1237   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。
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◆こころの家族・当事者・ピア相談
第1・3㈯10時～15時　※同日時に電

話でも受け付け（☎383－5551） ふれ
あい22 こころの病を抱える人とその家
族 NPO土曜会・福良☎385－7070
●健康体操教室（リズム体操他）
6/4～18の㈪9時20分～10時50分
小金原体育館 20歳以上の女性 1

回500円 健康体操ひまわり・斉藤☎
341－0025へ
●健康麻雀見学・体験会（中級者以上）
㈪㈬㈭㈮12時～17時 JR新八柱駅

周辺（健康麻雀サークルひまわりの会事務
所） 1回1,200円 電話で同会・千

ち

田
だ

☎
070－6436－3577（昼間のみ）へ
◆健康麻雀体験会
①6/4㈪・9㈯・13㈬②6/5㈫・7㈭③

6/11㈪各12時～17時④6/8㈮11時30
分～16時30分⑤6/8㈮12時～16時
①⑤稔台②馬橋③常盤平④五香各市民セ
ンター ⑤のみ初級者 1日①～④各
800円⑤1,000円 電話でNPO健康麻
雀クラブやまが・徳光☎090－8583－
1506へ
●太極拳無料体験会
6/4㈪・18㈪・25㈪各14時～16時、

6/13～27の㈬13時～15時 稔台市民
センター他 電話で健身まほろば太極拳・
芦沢☎080－2010－1170へ
●体操教室 （ストレッチ、リズム体操等）
6月の㈫13時～15時 柿ノ木台公園体

育館 50歳以上 各先着7人 電話で
活
い

き活
い

き体操クラブ・関☎361－2637へ
◆パソコンお困り解決相談会
第2～4㈮13時30分～15時30分 コ

ミュニティサロン胡
く る み

桃（JR新松戸駅下車）
先着6人 1回500円 電話でぱそこん
119☎090－4428－8931へ
●基礎からのやさしい囲碁（入門・初級）
〔全4回〕
6/8～29の㈮13時30分～17時 日

本棋院松戸生涯学習支部（新京成五香駅
下車） 2,000円 電話で松戸生涯学習
支部入門サークル・岩島☎388－3022へ
●松戸民演連盟発表会（歌謡曲・ポップ
ス・日本舞踊・フラダンス）
6/10㈰10時～19時 市民会館 同

連盟・成嶋☎341－3572（夜間のみ）
◆BeCan（美化）フォーラム～しっかり確
認！我が家の安全・安心～
6/10㈰14時～16時30分 勤労会館
メイク松戸ビューティフル・平野☎368

－0980
●家庭教育講座①たくましい子どもを育
てるには②温かい親子のコミュニケー
ション
①6/12㈫②7/5㈭各10時～12時 市

民会館 各100円 松戸家庭教育研究
会・加藤☎080－5426－3133

本人に聞く認知症講座「本人が望ん
でいる介護、本人を不安にする言葉」
6/12㈫13時～15時 馬橋東市民セ

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
●ギター入門体験（楽器貸し出しあり）
6/13～27の㈬①13時～15時②16時

～18時 ①馬橋市民センター②矢切公
民館 1回2,000円 電話でウェーブ・吉
田☎090－4395－5664へ
●だれでもできる！やさしい詩吟教室
①6/13㈬18時～20時②6/15㈮13

時～15時 常盤平市民センター 筆記
用具 電話で松

しょう

鳳
ほう

会
かい

・長谷川☎090－
3046－4991へ
●歌謡教室（演歌）学習会
6/13㈬18時45分～20時40分 新松

戸市民センター 当日会場で 歌謡教室
ソングフォーツー・新田☎345－8017
◆税理士税務無料相談会
6/14㈭・28㈭、7/12㈭・26㈭各10

時～15時 松戸商工会議所3階（松戸駅
下車） 電話で千葉県税理士会松戸支部
☎366－2174へ
●話しベタ大歓迎！！話し方講座〔全4回〕
6/14㈭・28㈭、7/12㈭・26㈭各18時

30分～20時30分 市民会館 筆記用具
3,000円 電話で実践話し方研究会・

田中☎090－4374－3931（昼間のみ）へ
●なぎなた教室
6/15～29の㈮ 10時～12時 運動公

園武道館 20歳以上 先着10人 電話
で松戸市なぎなた連盟運動公園グルー
プ・栗山☎346－5095へ
●講演会「紙敷が語る先史のくらし～坂
之台と中内遺跡の発掘から～」
6/15㈮13時30分～15時30分 市民

会館 社会教育課学芸員・須賀博子 先
着50人 当日会場で 松戸史談会・松
田☎342－1764（夜間のみ）
◆新松戸健康体操教室〔全2回〕
6/16㈯、7/21㈯各10時～11時30分
新松戸中央総合病院 先着20人 電

話で同病院地域医療推進室☎345－1111
へ
●民話のつどい
①6/16㈯②6/24㈰各13時30分～

15時30分 ①旧齋藤邸②子ども読書推
進センター 民話の語り、紙芝居（①のみ
子どもの落語） 各500円（小学生以下無
料） ①6/15㈮②6/23㈯までに、FAX
で松戸子どもの文化連絡会・﨑野 ☎
703－9897（昼間のみ）へ

健康体操とお茶会
6/19㈫10時～12時 さくら広場（根

本5の9秋谷ビル3階） 50歳以上 先着
10人 電話でさくら広場の会・二

に

村
むら

☎
080－5454－0726へ

◆園芸の講師と行く「本土寺あじさい」め
ぐり
6/20㈬13時～15時 先着20人 900

円 6/14㈭までに、電話で東日本大震災
復興支援松戸・東北交流プロジェクト事務
局☎710－5519（平日9時～17時）へ
◆子育てセミナー「ハッピー・チャイルド・
ケア①レッツ・サタデー②フライデー～お
とうさんといっしょ～」
①6/23㈯10時～11時30分②6/29

㈮19時～20時30分 さわらびドリー
ムこども園 ①体を動かして遊ぶ②夕食
を食べて遊ぶ 父親と①未就学児②満1
歳～未就学児 先着①30組②10組　※
両日とも育児相談あり 6/15㈮までに、
直接または電話で同園☎703－3838へ
●小学生盆太鼓教室
6/23㈯、7/1㈰・8日㈰各11時～12時
八柱門前町会会館（新京成八柱駅下車）
太鼓のバチ 当日会場で 御陣屋太

鼓を守る会・内田☎090－4438－9865
（昼間のみ）
◆伝統文化親子教室（生け花）
①6/23㈯、7/7㈯②6/30㈯、7/21㈯

各14時～15時 ①八柱②稔台各市民セ
ンター 幼児～高校生 1回2,000円
華道育成会・藤平☎090－2909－6159
●スクエアダンス初心者講習会〔全15回〕
6/23～9/29の㈯14時～16時30分
馬橋市民センター 動きやすい服装

月1,000円（6月は無料） 電話でメイプ
ルスクエアダンスクラブ・吉田☎361－
0969へ

●松戸まつり参加曲講習会
6/23㈯19時～20時30分 市民会館
うちわ 馬橋芸能連合会・松澤☎343

－2123
●ギター・アンサンブル サマーコンサー
ト（クラシックギター4団体合同演奏会）
6/30㈯13時～15時30分 市民会館
松戸ギタークラブ・永松☎342－3825

●楽しく走ろう「3時間走」
7/1㈰8時～11時（7時受け付け、雨天

決行） 運動公園 当日同公園武道館前
で 松戸健走会・斉藤☎343－3010（18
時以降）
●福島を忘れない～復興支援チャリティー
千住真理子ヴァイオリン・リサイタル～
7/14㈯14時 森のホール21 全席

指定4,500円（前売り4,000円）、小・中
学生2,000円 松戸友の会松戸方面・木
村☎385－8214
●市民水泳大会
7/29㈰8時から 運動公園プール

年齢別50m（泳法別）・200m（個人メド
レー・リレー） 市内在住・在勤の小学生
以上 1種目500円 6/10㈰・17日㈰
各13時～15時の間に、費用を持参して会
場へ 松戸市水泳協会・濱田☎090－
1555－4388
●松戸市文化祭（古典舞踊）出演者募集
10/28㈰11時30分～18時 森の

ホール21 要問い合わせ 電話で松戸
日本古典舞踊連盟・小沼☎368－9583へ

※このコーナーへの掲載は 1団体年度 1回です。

●社交ダンスサークル　ウィング
㈮13時～15時40分 新松戸市民

センター 月4,000円 石井☎090
－5755－6867
●稔台囲碁クラブ
㈯㈰㈷13時～19時 稔台市民セ

ンター 月600円 1,000円 東
ひがし

泉
いずみ

☎388－0588
●馬橋ペン習字サークル
月3回㈭10時～12時 馬橋市民セ

ンター 月2,500円 1,000円 倉
本☎345－9003（夜間のみ）
●ヘルシー会（料理）
第2㈮9時50分～12時 五香市民

センター 年3,500円 杉浦☎387
－6769（18時以降）
●はなとみ〔ボタニカルアート（植物画）〕
第1・3㈪10時～12時 タウンス

クール根木内 月3,000円 本井☎
080－3008－5279
●松戸シニアアンサンブル“アモーレ”
月3回㈪9時30分～12時30分

まつど市民活動サポートセンター他
アンサンブル経験者 月4,000円
1,000円 若

わか

園
ぞの

☎342－6523
●松戸あひる会（絵画制作）
㈫18時30分～20時30分 市民

会館 月3,000円 1,000円 栗山
☎090－7705－9448
●松戸クロッキーの会（人物デッサン）
月3回㈮18時30分～21時 市民

会館 月3,000円 3,000円　※体
験コースあり 細谷☎384－4736
●S

サ ン フ ラ ワ ー

UNFLOWER（英会話）
㈪9時50分～11時50分 明市民

センター他 ネイティブスピーカーの
講師による中学3年生レベルの英語
月3,000円 1,000円 渡邊☎

363－2860
●笹俳句会
第1㈰13時～17時 市民会館 月

1,000円 島田☎341－3544（昼間
のみ）

●緑会囲碁クラブ（対局・講座・大会）
㈯13時～18時 矢切公民館 月

1,000円 1,000円 菊山☎362－
6935
●ホーム指圧指友会
㈭13時～17時 市民会館 月

2,500円 1,000円 大橋☎387－
0556
●松戸俳句会
第2㈰13時～16時 市民会館 月

500円 有馬☎703－1433
●緑会囲碁教室燦

さん

燦
さん

（講座・対局・大
会）
㈬13時～18時 矢切公民館 月

1,000円 1,000円 山本☎090－
1807－9488
●奥さまいけ花会
第1㈭12時～14時 市民会館 年

19,000円 須藤☎362－1990
●小金ダンスサークル（社交ダンス）
㈪（第4を除く）14時～16時 小金

市民センター 月2,500円 苅
かり

部
べ

☎
345－6644
●BLC（バドミントン）
㈬、第1・2㈮各9時～11時、第4㈮

11時～13時 青少年会館 女性
月2,500円 1,000円 石川☎348
－5572
●なのはな会（健康体操）
㈬11時～12時30分 小金原体育

館 ストレッチ、筋トレ、リズム体操
60歳以上 先着5人 月1,800円
1,000円 海

かい

浮
ふ

☎348－8814
●松戸市柔道修錬会
㈪㈬㈯19時～21時 運動公園武

道館 5歳～中学生 小学生2,500
円、中学生1,500円（未就学児無料）
1,000円 茂木☎386－1071

●松戸合気道クラブ
㈫㈯19時～20時30分 常盤平

体育館 先着10人 月3,500円
3,000円 小田☎385－4539

毎週火曜と第1・2金曜（各
浴場の定休日を除く）の
15時～18時　対象市内
在住の65歳以上　入浴
料1回200円（同伴の小
学生以下は無料）

●親子de銭湯開催日土曜　対象小学生以下の子と保護者　入浴料小学生以下
無料　●中学生特別料金入浴料300円　●お風呂の日優待入浴デー開催日毎
月26日（定休日の場合は翌日）　入浴料300円（中学生200円、小学生以下無料）
●夫婦de銭湯開催日毎月22日　入浴料2人で500円　●ゆず湯開催日12月
22日㈯

実施店 電話番号
平和湯ランド（五香西1の12の12） 387－2044
宮前湯（松戸1766） 362－2819
小金バスランド（小金きよしケ丘2の9
の1） 341－1126

馬橋湯（馬橋95） 341－3247
松戸ヘルスランド（松戸新田580の1）366－2467

市内公衆浴場実施店一覧

いきいきほっとふれあい風呂
で健康づくり

高齢者に
優待入浴 問下記の浴場、

　高齢者支援課☎366－7346

その他の優待入浴

7

●広報まつど　2018年（平成 30年）6月1日

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　 …申し込み先　 …問い合わせ先

、 マークは市民活動助成事業です）

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



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。

　5月22日にご当地ナンバーとして「松戸ナンバー」の導入が決定しまし
た。図柄入りと合わせての導入で、2020年度の交付を予定しています。
　そこで市の魅力を市内外にPRできる「松戸らしさ」が表現された「図
柄入りナンバープレート」のデザイン案を募集します。
募集期間7月16日㈷まで　応募資格日本在住の個人　
デザイン案の要件松戸市の観光資源、名産品、景観など「松戸らしさ」がイメー
ジでき、地域振興や観光振興に役立つと見込まれるもの　
デザイン案の規格イラストレーター形式（1人3作品まで）
◦デザイン案の作成方法や応募方法等の詳細は、市ホームページをご覧ください

農園こどもの遊び場イベント

親子で遊ぼう！ 矢切ねぎ
を植えて育てよう！
6月17日㈰ 9時30分～12時 〔雨天決行〕 
※土寄せ・収穫・試食など、年数回実施予定。　
会場坂下ほんでんこ
どもの遊び場（京成
バス旧矢切高校バス
停下車）　
対象小学生以下の子
と親　
定員先着20組　
費用1組500円（初回
のみ）

6月4日㈪から8日㈮17時までに、参加申込書（市ホー
ムページでダウンロードまたは子どもわかもの課で配布）
をEメールまたはFAXで松戸市青少年相談員矢切支部（子
どもわかもの課内） mckowaka@city.matsudo.chiba.
jp、 366－7473（☎366－7464）へ

6月9日 ㈯13時～13時40分、14時
30分～15時10分　会場戸定邸表座
敷棟　出演大石将紀氏（サクソフォー
ン）他　曲目フォー
レ・組曲「ドリー」他
費用戸定歴史館・戸
定邸共通入館料等

（申込不要）
問戸定歴史館
　☎362－2050

　皆さんから公募した作品（洋画・日本画・彫
刻等）を展示します。ぜひお立ち寄りください。
日時①6月12日㈫～23日㈯②6月24日㈰～7
月1日㈰各10時～18時（6月23日、7月1日は
16時まで）　※②は受賞者、松戸美術会会員、
市内中学校美術部員
の作品を展示。　
会場文化ホール（月
曜休館）　費用無料
問生涯学習推進課
　☎367－7810

　自然の恵みを味わいながら、気の合うパートナーを探してみませんか。
日時6月30日㈯9時15分市役所駐車場入り口集合、15時解散　内容市内の畑で枝豆・じゃが
いもを収穫。新鮮野菜を料理して、食事会でフリートーク　対象25歳から40歳までの独身で、
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

6月15日㈮までに、FAXまたはEメールに件名「畑婚収穫体験ツアー参加希望」・住所・氏名・
年齢（生年月日）・電話番号・職業・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

要申込

松戸市版「図柄入り自動車用ナン
バープレート」

市ホームページ

庭園復元記念コンサート 松戸市美術展覧会

参加者募集 要申込

収穫しよう！畑の恵み 要申込

賞金総額
75万円

松戸市制施行75周年記念 問政策推進課☎366－7072

収 穫 体 験 ツ ア ー

じゃがいも6月10日㈰～7月20日㈮　場所①小川農園（串崎新田）②根本農園（幸田）　
費用①1株200円②10株1,500円
ブルーベリーA6月上旬～8月末B7月上旬～8月中旬C7月中旬～8月下旬　
場所A小川農園（串崎新田）B土屋農園（松戸新田）Cブルーベリーファーム新松戸　
費用100グラムAB各250円C300円　※BCは別途入園料500円
共通 電話で小川農園☎387－2057、根本農園☎090－6193－4688、
土屋農園☎362－0025、ブルーベリーファーム新松戸☎080－4857－0141へ

デザイン案大募集！

戸定邸〜新たなる旅立ち〜

新婚カップル（2年以内）・赤ちゃん（応募時に満2歳未満）の写真募集中!
直接またはＥメールに写真データ、件名・住所・氏名(ふりがな)・名字掲載希望の有無・生年月・電話番号・

コメント(50字以内)・市ホームページ掲載希望の有無を記入して、〒271－8588松戸市役所　広報広聴課
 mckouhou@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

平成29年5月生
無事に初節句を迎えられ
ました♡スクスク成長し
てくださいね！

平成30年3月生
今年の3月4日に生まれました！これ
からの成長がとっても楽しみです！元
気にすくすく育ってね！

平成29年3月生
双胎間輸血症候群という病気になり
手術を受けて38週で出産。無事に2
人揃

そ ろ

って1歳をお祝いできました！

美み

羽う

ち
ゃ
ん

誉ほ
ま
れ

ち
ゃ
ん

琥
こ

珀
は く

ちゃん（左）・
夢
む

功
く

ちゃん

大石将紀氏 昨年度受賞作品

　5月22日、国土交通省より自動車のナンバープレート
に「松戸」の地名が表記される「ご当地ナンバー」の導入
決定が発表されました。順調に進めば、2020年度中に
も「松戸ナンバー」を付けた自動車が街を走り出します。
「松戸ナンバー」は図柄入りのナンバープレートを選択す
ることができるため、今日からそのデザイン案を募集
し、今秋にも松戸にふさわしい図柄を皆さんとともに選
んでいきたいと思います。「松戸ナンバー」が走る広告塔
として全国を駆け巡ることで、地域振興・観光振興のみ
ならず、市民の皆さんにもより松戸に愛着を持っていた
だけるものと考えています。
　国の名勝に指定されている旧徳川昭武庭園（戸定邸
庭園）が、2年間の復元工事を終え、一般公開されます。
この庭園は昭武が欧米に滞在したときに得た洋風庭園
の知識を生かして造園したもので、現存する日本最古の
洋風庭園です。昭武が残した写真や文献資料などをも
とに、コウヤマキやアオギリ等の樹木を当時と同じ場所
に植え、飛び石や東屋も再現されています。戸定邸の
軒下から全面に広がる芝生も明治時代の姿に復元しま
した。東屋からは都心が一望でき、富士山も望めます。
ぜひ、昭武が愛した庭園を見にお越しください。
　共働き世帯でも幼稚園での教育を選択できる幼稚園
での預かり保育の促進に向けて、4月から始まった「新松
戸駅前送迎保育ステーション」。朝の通勤時間帯に保護
者から子どもを預かり、指定幼稚園のバスが園とステー
ションとの間を送迎。子どもを保護者が迎えに来るまで
ステーションで保育するというものです。同様の事業は
他市でも行われていますが、幼稚園を対象にしたのは
全国でも松戸市だけです。国基準による待機児童ゼロ
を3年連続で達成することができましたが、今後もこれ
を維持し、子育て世代に選ばれる施策を展開していきた
いと思います。
　3月に閉店した伊勢丹松戸店の建物は、食料品や飲
食店、伊勢丹の売り場などが入る商業施設として来年
春の開業に向けて準備をしています。この建物の動向
を見守っている方も多いことと思います。新たな商業施
設の開業は松戸駅前の活性化には欠かせません。市も
早期に開業することを期待しています。

「松戸ナンバー」の導入決定

人口と世帯（平成30年5月1日現在） 〔　　〕内は前月比

※平成27年国勢調査の確定値を基準として、集計した常住人口です。

人口 490,062 人 〔 1,025 〕 男 243,535 人〔 482〕
世帯 225,182 世帯 〔 955 〕 女 246,527 人〔 543〕

市の公式ホームページ
右のQRコードを読み取ること
でアクセスできます。

パソコン・スマートフォン版 モバイル版

2018.6.1
（平成30年）

　市民の皆さんの声を直接お聞きするため、市長専用のFAX（
366－2301）および市ホームページに市長メール送信窓口を設
けています。市政に関する建設的なご意見をお寄せください（住
所・氏名等をご記載ください）。
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