
7月2日㈪は市・県民税（普通徴収分）第1期の納期限です。　 収納課☎366－7325

※気象条件等により、中止または利用時間の変更があります。
※以下の期間は、1回目はありません。（土・日曜、祝日を除く）
運動公園プール 7月2日㈪～13日㈮
新松戸プール  7月3日㈫～13日㈮
東部スポーツパークプール  7月3日㈫～19日㈭

1回目9時～11時　2回目12時～14時　3回目15時～17時

運動公園プール☎363－9554（オープン期間のみ）
50ｍプール・子ども用プール

運動公園

旧市立病院

スーパー

みのり台▶

上本郷 新京成
松戸新田駅

運動公園運動公園
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●JR北松戸駅から徒歩
17分または新京成バ
ス総合医療センター行
きで「運動公園」下車

●新京成松戸新田駅から
徒歩12分

東部スポーツパークプール☎391－0944
25ｍプール・子ども用プール

東松戸駅 JR武蔵野線

◀新八柱

秋山駅 国道464号

スポーツ
パーク

東部支所

東部クリーンセンター東部クリーンセンター

県道
市川・柏線

高塚十字路

北総
線

東部スポーツパーク東部スポーツパーク

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

●東松戸駅から徒歩15分
●北総線秋山駅から徒歩15分

　今年も暑い季節がやってきます。プールに出かけて、リフレッシュしませんか。
市内のプールには、子どもが水遊びできるプールや本格的な水泳ができるプール
があります。さあ、楽しく夏を乗り切りましょう！

利用時間（各回総入れ替え制） 利用料金 (2時間)
200円（中学生以下無料）

　  運動公園プール  7月7日㈯（雨天の場合8日㈰）・
　29日㈰、8月20日㈪（雨天の場合21日㈫）
　  新松戸プール  7月2日㈪・9日㈪
　 東部スポーツパークプール  
　7月2日㈪・9日㈪・17日㈫

利用できない日

暑い夏こそプールで楽しもう！

屋外市営プールがオープン
中学生以

下無料

●かぜや目の病気、その他伝染病にか
かっている人は入れません

●幼児等は保護者の同伴が必要です
（おむつがとれていない幼児はご遠
慮ください）

●50mまたは25mプールでは、小学3
年生以下は保護者の同伴が必要です

●浮き輪類は子ども用プールでのみ使
えます

●係員の指示に必ず従ってください

安全に利用するために

新松戸プール☎309－3000（オープン期間のみ）
50ｍプール・子ども用プール

新松戸南
中学校

郵便局 馬橋北小学校

青少年会館

馬橋北小学校

青少年会館

新松戸南公園

新松戸中央公園

新松戸支所新松戸支所 JR武蔵野線

新松戸プール新松戸プール

新
松
戸
駅

▲
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◀南流山
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常
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線馬

橋
▼

流通経済大学流通経済大学

中央大通り（けやき通り）中央大通り（けやき通り）

●JR新松戸駅から徒歩15分
青少年会館隣

●新京成五香駅からちばレインボーバス六実駅行きで
「クリーンセンター」下車徒歩5分

六実消防署

県道松戸・鎌ケ谷線

六実中央公園

高木第二小学校

六実支所

東武アーバン
パークライン

　新京成
◀五香駅方面
　新京成
◀五香駅方面

クリーンセンター

クリーンセンタークリーンセンター

松戸六実高校

六実駅方面▶

クリーンセンター内温水プール
☎385－7100

25mプール・子ども用プール

和名ケ谷
スポーツセンター
温水プール

※運動公園プール・新松戸プールのオープン期間外のお問い合わせは、運動公園☎363－9241へ。

　1回目9時～11時　
　2回目12時～14時　
　3回目15時～17時
利用料金 (2時間)  410円、中学生以下100円
定休日 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

　※小学3年生以下は保護者同伴。

一年中泳げる
温水プールも！

●松戸駅東口から新京成バス新東京病院行きまたは新東京病院
　経由三矢小台行きで「和名ケ谷スポーツセンター」下車すぐ
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常
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千葉大学

国道6号

南部市場

消防局

陣ケ前
交差点
陣ケ前
交差点 和名ケ谷クリーンセンター

和名ケ谷
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県道市川・
柏線

新東京病院新東京病院

和名ケ谷
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スポーツセンター
和名ケ谷
スポーツセンター
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東
口

金
町
▼
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和名ケ谷スポーツセンター温水プール
☎391－5990

25mプール・子ども用プール・流れるプール

利用料金  9時～21時
利用料金 (1時間)  300円、中学生以下100円　

　※以降30分ごとに150円、中学生以下50円。
　※1割お得なプリペイドカードもあります。
   　（1,000円・3,000円・6,000円）
定休日 第3月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

　※小学3年生以下（18時以降は中学生以下）は
　　保護者同伴。

7月1日㈰～8月31日㈮

利用時間（各回総入れ替え制）

中学生以下
100円

クリーンセンター内
温水プール
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５月は防災行政無線で3件の行方不明高齢者の探索を行い、全て発見されました。ご協力ありがとうございました。
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財政事情平成29年度
下半期

　「松戸市総合計画 第6次実施計画」の初年度にあたる平成29年度は、財源の
確保を図りながら効率的な行財政運営を行ってきました。
　いまだ財政の見通しは厳しい状況が続きますが、今後も柔軟に対応し、住みよ
いまちづくりを進めます。

一般会計
　平成29年度の当初予算額は1,457
億5,000万円でしたが、その後6回の
補正によって補正予算額58億1,397
万3千円を追加し、最終予算額（繰越
分を除く）は1,515億6,397万3千円
になりました。

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

　市の各事業の経費は、市民の皆さんに負担していただく市税
や国・県からの補助金などの収入で賄われています。しかし、
事業の効果が後世にも及ぶものについては、将来の市民の皆さ
んにも負担をしていただくことで税負担の公平を図ることがで
きるため、国や銀行などから資金（地方債）を借りて事業を進め
ています。中でも、臨時財政対策債の発行が大きくなっていま
すが、これは実質的な地方交付税の代替財源として発行してい
る地方債です。この償還に関する費用は、国から後年度に地方
交付税で措置されます。
　今後とも、将来の財政負担を十分に考慮しながら地方債を活
用していきます。

特別会計・企業会計

一般会計（款） 繰出金額 繰出先の会計名

民生費
28億1,329万4千円 国民健康保険特別会計
53億2,788万4千円 介護保険特別会計
8億4,076万円　　 後期高齢者医療特別会計

衛生費 5,728万2千円 水道事業会計
53億　582万6千円 病院事業会計

商工費 7,755万7千円 公設地方卸売市場事業特別会計
土木費 31億4,768万円　　 下水道事業特別会計
合計 175億7,028万3千円 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

区分 1世帯当たり 1人当たり
市民税 14万5,274円 6万8,975円
固定資産税 10万3,425円 4万9,106円
都市計画税 1万7,631円 8,371円
その他 1万6,997円 8,070円
合計 28万3,327円 13万4,522円

　財政調整基金 120億9,134万9千円
　土地開発基金 48億円　　　　　　
　学童災害共済基金 464万8千円
　松本清児童福祉基金 3,955万5千円
　高額療養費貸付基金 1,385万6千円
　福祉基金 6,256万2千円
　美術品等取得基金 4億1,000万円　　
　国民健康保険事業財政調整基金 35億6,365万5千円
　松戸市営白井聖地公園基金 7,377万6千円
　文化施設建設基金 1億2,288万4千円
　市債管理基金 2,500万円　　
　松戸市平和基金 6,548万7千円
　松戸市職員退職手当基金 5,537万1千円
　介護給付費等準備基金 22億1,769万3千円
　高額介護サービス費等貸付基金 1,000万円　　
　高志教育振興基金 1億2,970万9千円
　松戸市競輪事業財政調整基金 17億1,562万円　　
　国民健康保険出産費資金貸付基金 800万円　　
　松戸市安全で安心なまちづくり基金 1億1,286万円　　
　松戸市緑地保全基金 1億　238万2千円
　松戸市協働のまちづくり基金 771万8千円
　松戸市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金 8億　876万5千円
　松戸市病院施設整備基金 20億4,082万9千円
　スポーツ振興基金 2,876万3千円
　東日本大震災復興基金 143万6千円
　新松戸地域学校跡地有効活用事業基金 0円
　郷土遺産基金 8,453万5千円
　庁舎建設基金 30億8,426万8千円
　まちづくり用地活用事業基金 0円

土地 3,262,280.23㎡
（うち土地開発基金11,003.04㎡）

建物 886,033.45㎡

乗用車 26台
貨物車 38台
消防車 73台
救急車 14台
軽自動車 185台
その他 75台

※（　　）内は、繰越分です。
※収入済額が支出済額に不足する額は、内部留保資金で補てんします。

科目 予算現額 収入済額
金額 構成比

市税 675億円　　　　　　 665億5,264万6千円 48.3%
地方交付税 64億6,055万6千円 66億1,778万2千円 4.8%
国庫支出金 297億7,914万円　　 283億1,013万5千円 20.6%
市債 116億5,860万円　　 59億8,300万円　　 4.3%
その他 361億6,567万7千円 302億9,632万7千円 22.0%
合計 1,515億6,397万3千円 1,377億5,989万円　　  100.0%

収入率 90.9%
繰越分 35億8,050万4千円  29億6,443万1千円　 82.8%

科目 予算現額 支出済額
金額 構成比

総務費 114億2,077万8千円 86億7,892万5千円 6.5%
民生費 779億7,633万9千円 716億2,271万6千円 54.0%
衛生費 172億1,295万3千円 148億2,179万4千円 11.2%
土木費 139億4,072万9千円 103億2,328万4千円 7.8%
教育費 129億2,209万7千円 110億3,239万3千円 8.3%
公債費 96億3,933万1千円 92億1,403万7千円 6.9%

消防費など 84億5,174万6千円 70億3,271万2千円 5.3%
合計 1,515億6,397万3千円 1,327億2,586万1千円 100.0%

執行率 87.6%
繰越分 35億8,050万4千円 29億1,246万6千円 81.3%

　平成29年12月5日から平成30年2月16日までの期間に実施した定期監査結果の概要を公表し
ます。
平成30年5月14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

※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。

定期監査
●監査の対象
街づくり部（9課）・建設部（6課）・健康福祉部（4
課）・子ども部（5課）・福祉長寿部（9課）
●監査の結果
監査の結果は、おおむね適正に執行されてい
るものと認められた。なお、指摘事項は次の
とおり。

区分 内容 指摘
事項

収入 調定がされていなかったもの 1件
調定の時期が適切でなかったもの 2件

契約

支出予定額が予算額を超えていたもの 2件
予定価格に関する事務処理に誤りがあったもの 1件
予定価格の設定が適切でなかったもの 1件
契約書の記載内容が適切でなかったもの 1件
契約保証金の納付時期が適切でなかったもの 1件
契約保証金の免除理由が適切でなかったもの 1件

合計 10件

監査委員事務局☎366－7385監査結果を公表します

予算執行状況　（平成30年3月31日現在）
財政課☎366－7076

介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書を発送します

松戸駅構内の「行政サービスセンター」
をご利用ください

発送時期6月下旬　対象65歳以上で、現在介護保険料を特別徴収（年金天引き）している
人または8月から10月までに特別徴収に変更になる人

受付時間平日10時～20時（祝日・休日を除く）土曜、第2・4
日曜9時～17時（祝日を除く）　場所新京成松戸駅改札口前　
主な取扱証明書●住民票の写し●各種年金の現況証明●戸籍
謄抄本●身分証明書●印鑑登録証明書●住民税証明書・住所証
明書・納税証明書（平日のみ受け付け。17時以降は翌日以降の
平日渡し）※戸籍の届け出や引っ越しの手続き等、一部受け
付けを行っていない業務もあります。　※各種証明書発行の際
は、事故防止のため本人確認を厳格に行っています。

人口 49万4,733人
世帯 23万4,897世帯
面積 61.38ｋm²

介護保険課☎366－7370

行政サービスセンター☎331－8780
　市民課☎366－7340

＜指摘事項＞

１．基金　316億8,072万1千円

3．土地および建物
2．有価証券および出資による権利　22億3,525万2千円

４．車両　411台

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 16億3,864万8千円 16億9,652万円　　 103.5％
収益的支出 16億1,178万7千円 15億6,338万9千円 97.0％
資本的収入 1億2,185万4千円 1億2,818万9千円 105.2％

資本的支出 (1,414万4千円 (1,414万4千円 (100.0％ 
6億　856万円　　 5億4,697万9千円 89.9％

病院
事業
会計

収益的収入 212億2,732万9千円 172億5,892万6千円 81.3％
収益的支出 212億2,732万9千円 195億7,970万6千円 92.2％
資本的収入 180億　186万9千円 176億5,985万9千円 98.1％
資本的支出 184億8,043万4千円 179億3,669万5千円 97.1％

） ）

） ） ） ） ）

） ） ） ）

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 586億8,862万2千円 522億8,981万6千円 89.1％ 501億6,327万6千円 85.5％
松戸競輪特別会計 176億2,178万5千円 161億1,862万7千円 91.5％ 146億4,742万6千円 83.1％

下水道事業特別会計 （5億　910万9千円
136億2,791万5千円

（5億　910万9千円
116億1,520万4千円

（100.0％ 
85.2％

（4億3,103万8千円
88億6,039万7千円

（84.7％ 
65.0％

公設地方卸売市場事業特別会計 1億4,159万1千円 1億3,600万2千円 96.1％ 1億　749万5千円 75.9％
駐車場事業特別会計 8,900万2千円 2億3,462万3千円 263.6％ 5,686万2千円 63.9％
介護保険特別会計 366億1,823万8千円 347億4,800万9千円 94.9％ 297億3,769万8千円 81.2％
後期高齢者医療特別会計 54億　540万7千円 53億6,499万8千円 99.3％ 45億5,589万3千円 84.3％

合計 （5億　910万9千円
1,321億9,256万円　　

（5億　910万9千円
1,205億　727万9千円

（100.0％
91.2％

（4億3,103万8千円
1,081億2,904万7千円

（84.7％ 
81.8％

※（　　）内は、繰越分です。

） ） ） ） ）

） ） ） ） ）

）

●一般会計・歳入

●一般会計・歳出

●特別会計予算の執行状況

●企業会計予算の執行状況

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

●市税の住民負担状況

●住民基本台帳人口等
   （平成30年3月31日現在）

市有財産の現在高 （平成30年3月31日現在）

地方債の現在高　1,957億8,592万7千円 （平成30年3月31日現在）

一般会計       1,126億2,232万7千円
土木債 215億   256万7千円
教育債 155億7,426万7千円
衛生債 38億4,322万4千円
民生債 32億1,617万5千円

臨時財政対策債 640億   230万9千円
市民税減税補てん債 28億8,695万2千円

その他 15億9,683万3千円
特別会計    　   548億7,219万7千円
下水道債 548億7,219万7千円

企業会計         282億9,140万3千円
病院事業債 248億   864万7千円
水道事業債 34億8,275万6千円



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。　問高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343

●広報まつど　2018年（平成30年）6月15日
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図書館小金分館は、蔵書点検作業のた
め6/28㈭は臨時休館します
　6/29㈮は全館休館です
図書館☎365－5115

「認定こども園　風の丘」が7/1㈰にオープ
ンします
所在地大橋300の1保育時間 7時～19時
（土曜は18時まで） 産休明け～就学前
65人（保育園部50人、幼稚園部15人）
幼児保育課入所入園担当室☎366－

7351

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 9/10㈪縦覧場所商工
振興課対象店舗コープ新松戸店 同課☎
711－6377

住民基本台帳法第11条および第11条の
2に基づき、住民基本台帳の一部の写
しの閲覧状況を市ホームページで公表
市民課☎366－7340

植木の剪
せん

定
てい

（7月～9月）
月100件程度 作業内容による（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

都立八柱霊園の使用者募集
募集数一般埋蔵施設310カ所、芝生埋
蔵施設20カ所、合葬埋蔵施設1,400体
申込書配布 6/25㈪から7/17㈫までに、
市民課・健康推進課・各支所・行政サー
ビスセンター・八柱霊園管理事務所等で
対象・費用 申込書参照 7/2㈪から17㈫
までに、申込書を郵送〔消印有効〕または東
京都公園協会ホームページで 同協会霊
園課募集専用番号☎0570－783－802

特別支援教育①補助教員②補助員③支
援員募集
勤務日週5日勤務時間 1日6時間30分（休
憩45分含む）勤務場所市内小・中学校
応募資格①のみ要教員免許 時給①1,470
円②③900円（別途交通費支給） 電話で
教育研究所☎366－7461へ

市立小・中学校司書募集
採用期間 6月～平成31年3月勤務日平日
週4日（長期休業期間を除く）勤務時間 8
時～16時45分のうち5時間45分（休憩45
分含む）応募資格原則司書、司書補または
司書教諭免許所持者で、簡単なパソコン操
作ができる人　※面接あり時給 900円（別
途交通費支給） 電話で指導課☎366－
7458へ

松戸市小中学校各種作品展・受付業務
スタッフ募集
勤務日 9/13㈭～16㈰、H31/1/23㈬～
27㈰、1/30㈬～ 2/3㈰各10時～ 18時
文化ホール 理科作品展・書初展・造

形作品展会場の受け付け・案内・監督等
市内在住の60歳未満募集人数1人時給

900円（別途交通費支給） 6/20㈬まで
に、電話で指導課☎366－7458へ

県営住宅の入居者募集
受付期間7/1㈰～15㈰〔消印有効〕入居資格
①住宅に困窮していて、同居親族がいる
人②所定の方法により算出した月収が一
般=15万8千円以下、高齢者・身体障害者
等（条件あり）=21万4千円以下申込書配布
6/25㈪から、住宅政策課・各支所・行政
サービスセンター・東葛飾地域振興事務
所で 千葉県住宅供給公社県営住宅管理
部募集課☎043－222－9200

「夏体験ボランティア2018」参加者募集
期間 7/2㈪から9/28㈮までのうち希望日
（土・日曜、祝日と8/13㈪～15㈬を除く）
時間 9時30分～15時（半日でも可）活動
場所 わかば園、ワーク・ライフまつさと、
小金わかば苑、第二わかば園、ここらぼ
まつさと 縫製・陶芸・園芸・ウオーキン
グ等の活動、知的障害者施設利用者と
の交流 高校・専門学校・大学生 昼食
※1食350円で給食提供（要申込） 電話
またはFAXで（社福）松里福祉会小金わ
かば苑☎330－5511、 347－0030へ

平成30年度前期ビジネス・キャリア検
定試験
試験日 10/7㈰受付期間 7/27㈮まで試験
分野 人事・人材開発・労務管理、経理・
財務管理など 受験料 1級10,000円、2級
6,990円、3級5,660円 ビジネス・キャリ
ア検定試験運営事務局☎03－3233－6810

従業員の退職金に「中小企業退職金共
済制度」をご利用ください
　新規加入や月額掛け金を増額する場合、
掛け金の一部を国が助成します。掛け金
は全額非課税で、手数料もかかりません
※市でも掛け金の一部を助成する制度が
あります （独）勤労者退職金共済機構中
小企業退職金共済事業本部☎03－6907
－1234、商工振興課☎711－6377

講座・講演・催し
松戸・鎌ケ谷特別支援学級作業学習作
品展
6/20㈬～22㈮各10時～15時 市役

所1階連絡通路 河原塚中学校・市川☎
391－6161

松戸子育てカレッジ「子育て広場 おや
こで“ゆるりん”」
7/2㈪・6㈮・13㈮・20㈮・23㈪・27㈮各

10時～12時　※7/6㈮11時～11時30分は
「保育者のたまごのコンサート」を開催 聖
徳大学10号館 2歳児までの子と保護者
各100円 子育て支援課☎366－7347

やる気のあがるチームづくりシリー
ズ「普段の会議に使えるファシリテー
ションのコツ」
7/3㈫18時30分～20時30分 まつ

ど市民活動サポートセンター長 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

小学校での読み聞かせ講座
7/5㈭10時～12時 子ども読書推進セ

ンター 夏におすすめの本、平和・戦争の
本＆「本の選び方」 小学生の保護者 先着
50人 電話で同センター☎331－0077へ

介護支援ボランティア登録説明会
①7/10㈫②8/10㈮③9/11㈫各13時

～15時 ①五香市民センター②明市民
センター③東部スポーツパーク 市内
在住の65歳以上 各先着30人 筆記用
具、印鑑 ①7/3㈫②8/3㈮③9/5㈬ま
でに、電話で(社福)松戸市社会福祉協議
会ボランティア推進課☎362－5963へ

障がいの人を支えるボランティア体験
講座
7/12㈭・13㈮各10時～14時 第2い

ぶきの広場（JR北小金駅下車） 各先着6
人 筆記用具、上履き、エプロン、動き
やすい服装、昼食、飲み物 同施設長他
7/2㈪までに、電話で(社福)松戸市社会

福祉協議会ボランティア推進課☎362－
5963へ

お知らせ 高齢者虐待防止市民向け講演会「高齢
者虐待って身近な問題なの？」
7/26㈭14時～15時（13時30分開場）
常盤平市民センター 聖徳大学心理・

福祉学部社会福祉学科准教授・須田仁氏
市内在住・在勤 先着70人 7/20㈮

までに、電話で常盤平団地高齢者いきい
き安心センター☎382－6535へ

青少年キャンプ大会（1泊 2日）
8/18㈯・19㈰宿泊場所 君津亀山少

年自然の家（君津市）旅行取扱業者あじさ
い観光（千葉県知事登録旅行第2－650
号） 市内在住・在学の中学生 先着

日程 地区 会場 傍聴申し込み先 締め切り
7/17㈫ 明第2西 古ケ崎市民センター 市民自治課☎366－7318 7/12㈭7/18㈬ 小金原 小金原市民センター 小金原支所☎344－4151
7/24㈫ 馬橋西 馬橋市民センター 新松戸支所☎343－5111 7/19㈭7/26㈭ 東部 東部スポーツパーク 東部支所　☎392－3061
7/31㈫ 明第2東 明市民センター 市民自治課☎366－7318 7/26㈭8/  1㈬ 明第1

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

社会教育委員会議
7/3㈫18時から 京葉ガスF松戸ビル5階会議室傍聴定員 先着10人（17時50分まで
受け付け） 社会教育課☎366－7462

※この他の9地区は、10月から11月までに開催予定です。

観光施設部門
名称（住所） 会員名 電話番号

松戸競輪場（上本郷594） 松戸公産㈱ 366－2121
昭和の杜

もり

博物館（紙敷1377） ㈱吉岡建設工業 369－7870
癒
いや

しの里 元禄まつど村（千駄堀1010） 元禄まつど村 341－8358
加藤ぶどう園（金ケ作336の2） 加藤ぶどう園 388－3578

観光協会推奨品をご利用ください
　各店舗、松戸観光案内所ではパンフレッ各店舗、松戸観光案内所ではパンフレッ
トを配布しています。同協会ホームページホームページ

産品・観光施設をぜひご利用ください。

40人 7,000円 7/17㈫までに、電
話またはFAXで松戸市青少年相談員連
絡協議会（子どもわかもの課内）☎366－
7464、 366－7473へ

松戸地域職業訓練センター講座
①Word・Excel等のパソコン講座②

日商簿記2級講座③マンション管理士・
管理業務主任者講座 先着①10人②③
各20人 ①12,000円（会員10,000円）
②30,000円他（会員25,000円他）③
45,000円他（会員35,000円他） 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

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

問（一社）松戸市観光協会事務局☎703－1100

物産品部門
推奨品名 店舗名（所在・購入可能場所） 電話番号

ピーナッツサブレー、戸定三楽（焼菓子）ピーナッツサブレー本舗 富井（五香本店他） 385－1031

松戸銘菓 矢切の渡し舟（和菓子） ㈲峰
ほう

月
げつ

（松戸） 362－2785
松戸そだち（和菓子）、
松戸郷菓 すぐやる菓（和菓子） ㈲栄

えい

泉
せん

堂
どう

岡松（松戸） 362－2535

戸定あんぱん ブーランジェリー・ラ・マシア
（松戸） 701－5154

矢切どら焼き ㈲和菓子所 八
はち

矢
や

庵
あん

（下矢切） 362－5909

極上かすてら、マツドーナツ ㈲プルミエパティスリーマーサ
（小金きよしケ丘） 316－1234

千葉の梨ゼリー お菓子工房ポニー（三矢小台
店他） 364－7865

玉三白玉粉 詰合せ 川光物産㈱（根本） 362－2131
まとばつや甘納豆、まとば小倉あん ㈱的場製餡

あん

所（上本郷） 363－5255

あじさいねぎ加工品4本セット 小金園芸品出荷協会（馬橋・
JAとうかつ中央経済センター）341－5151

徳川将軍珈
コー

琲
ヒー NPO松戸市民劇団（松戸探検

隊ひみつ堂他）
090－8101
－9347

純米吟醸日本酒「戸定邸」、
本格焼酎芋「戸定邸」、
本格焼酎麦「戸定邸」（酒・本格焼酎）

㈱栗原酒販（岩瀬） 363－8315

戸定邸弁当 ㈱割
かっ

烹
ぽう

 しの田（田中新田） 389－1919

まつどの梨
松戸市観光梨園組合連合会
（各梨園）　※事務局：（一社）
松戸市観光協会

703－1100

パン・ド・ポワロ ㈲葛飾屋（松戸） 362－2025
戸定そば（蕎

そ

麦
ば

） 石臼挽きそば幸
さち

（松戸） 703－9660
"松戸小うた"CD、"坂川小うた"CD 中條京子音楽事務所（栄町西）368－4339
元祖 開運鳥、ふくろうなし（民芸品） 元禄まつど村（千駄堀） 341－8358
糸鋸工芸品　市の鳥・花（民芸品） ギャラリー逢花（馬橋） 341－0588

産産

問

推奨品

同協会
ホームページ



子どもも大人もアートで遊ぶ！

　普段体験できない外遊びや作
品づくりなど、アートで遊ぶ参
加型の楽しい企画が盛りだくさ
ん。緑いっぱいの公園で思いっ
きり遊びましょう！
対象幼児・小学生（親子で参加可）
持ち物汚れてもよい服装、着替え等　費用無料　
※当日の実施情報はアートパークプロジェクトブログで。

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

市民会館プラネタリウム室

7月星空観望会「木星・土星を見よう」 要申込  
7月21日㈯18時30分～ 20時30分　内容プラネタリウムで星空解説後、屋
外で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　※中学生以下は保護者同伴。

電話で同館☎368－1237へ

★

　板や鉛を用いた重厚感ある作品を展示します。
日時6月19日㈫～8月19日㈰各9時～22時　休館日月曜（7月16日㈷は開館
し、翌日休館）　会場森のホール21エントランスホール　費用無料

社会教育課美術館準備室☎366－7463

7月7日㈯・8日㈰各9時30分～17時30分（昼休憩あり）　会場松戸観光案内
所他　内容1日目映像制作、メディアアート、ゲームプログラミングの3つ
のコースに分かれてクリエイター体験2日目市内のゲーム制作会社等の見
学、仕上げ、ミニ作品発表会　講師ライフイズテック㈱他　対象両日参加可

能な市内在住・在学の中学・高校生　定員40
人（抽選）　持ち物昼食、飲み物、4GB以上の
USBメモリー　費用無料

6月22日㈮までに、Life is Tech! ホー
ムページの申し込みフォームで

文化観光国際課☎366－7327

平成31年松戸市成人式（平成31年1月14日㈷開催）は、午前・午後の二部制（原則として住所地の中学校区別）になります。　問社会教育課☎366－7462

　6月30日㈯まで、法人を対象に一口10,000円から協賛金
を募集します。詳細は同大会ホームページをご覧ください。

皆さんのチカラが松戸の花火の原動力！協賛企業を募集

松戸花火大会
有料観覧席
チケット販売開始！

同大会
ホームページ

畑婚！～収穫体験ツアー～
日程第2回（25歳～40歳）7月22日㈰第3回（35歳～50歳）7月29日㈰　
時間9時30分市役所駐車場入り口集合、15時解散　内容市内の畑でブルー
ベリーを収穫後、ジャム作りや料理をして、食事会でフリートーク　
対象独身で農作物に興味がある人　募集人数各回男女各先着13人　
費用各回男性2,000円、女性1,000円
第2回7月6日㈮まで第3回7月13日㈮までに、FAXまたはEメールに件名

「第2回または第3回畑婚収穫体験ツアー」・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

自然の恵みを味わいながらパートナーを探してみませんか

①ラベンダースティック
②ラベンダーの花

は な

籠
か ご

6月26日㈫①9時30分～10時30分②
10時30分～12時　講師松戸ハーブボ
ランティア・廻

え

神
がみ

千恵子氏　定員各先
着15人　費用①300円②500円

ハーバリウム
6月28日㈭10時30分～11時30分　講師フラワー
アレンジ教室「虹の花」主宰・岩柳雅枝氏　
定員先着20人　費用2,000円

サマーシェルリース～貝殻とあじさい～
7月5日㈭10時30分～12時　講師フラワーアレンジ
メント教室「プチフルール」代表・箕輪朱美氏　
定員先着18人　費用2,000円

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☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

へ

ラベンダーの花籠ラベンダースティック

同プロジェクト
ブログ

市ホームページ

Life is Tech ! ホームページ

小島隆三作品展「決して忘れてはならぬ事」

小学生向け
プログラミング教室〔全2回〕

オリジナルゲームを開発しよう！

6月30日㈯、7月1日㈰各10時～16時（昼休憩あり）　
会場松戸観光案内所　内容プログラミングを学ぼう！（「繰り返し」「条件
分岐」「乱数」「変数」などの基礎から少し難しいことまで）、オリジナルゲー
ムの開発、作品発表　講師㈱CA Tech Kidsスタッフ　対象両日参加可能
でマウス操作ができる市内在住の小学4年～6年生　
定員20人（抽選）　持ち物昼食、飲み物　費用無料

6月21日㈭までに、市ホームページの申し込みフォームで
文化観光国際課☎366－7327

大学生が教えてくれるプログラミング教室

中高生向けITキャンプ〔全2回〕要申込

申し込みはこちらから！

申し込みはこちらから！

40人限定！

20人限定！ 参加費無料！

参加費無料！

ちびっこファッション
コンテスト

帽子・冠・バッグ・風鈴づくり

食べ物すごろく

地面から
恐竜が出現

ミュージック
パネルシアター

8月4日㈯
開催

要申込

絵の具だらけになって
遊ぼう！

問同大会実行委員会事務局（文化観光国際課内）☎366－7327

※詳細は同大会ホームページをご覧ください。

席は選べる2タイプ
家族や友人とゆっくり楽しめる！

ボックス席
　（イス4つ+テーブル1つ）
自由席（先着70セット）
1セット20,000円

  ステージイベントが楽しめる！

ステージ席
　　　　　 （イス1つ）
指定席（先着790席）
1席5,000円

セブン-イレブン、サーク
ルK・サンクス、ファミリ
ーマート、ローソン、ミニ
ストップ内の情報端末で

チケットぴあ
☎0570－02－9999
Pコード：639－623

チケット購入方法 6月23日㈯10時～ 8月2日㈭23時59分

電話
（24時間自動音声受付） WEB コンビニエンス

ストア

アートパーク11
まつどパラレルワールド

～Matsudo Creative Tour 2018 ～

6月23日㈯
販売開始！有料観覧席

チケット販売開始！

チケットぴあホーム
ページで
要無料会員
登録( )

7月1日㈰10時～15時
〔途中参加可。小雨決行。荒天
の場合は15日㈰に延期〕　
会場松戸中央公園（松戸駅下車）
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6月20日㈬に、広報まつど子育て支援特集号を発行します。　問子ども政策課☎704－4007

　擦り傷は、速やかに治療を始めると痕が残りにくくきれいに治すこ
とができます。しかし、治療開始のタイミングが遅れて治し方を間違
えると、時間がかかって傷痕が残ります。
　今回は、傷痕を残さない治療のコツをお伝えします。
①すぐに大量の水道水で洗う
　砂やごみなどの異物が残ると傷が治らず、感染を起こす原因にな
ります。まずはしっかりと洗いましょう。水道水でOKです。よく
洗うことが、傷をきれいに治すための第一歩です。

②消毒薬は使わない
　しっかり洗えば消毒は不要です。消毒薬は強い薬なので、傷を治
すために必要な細胞や組織を壊してしまい、傷が治りにくくなりま
す。毎日しっかり洗うことで、十分に清潔が保てます。

③ガーゼは使わない
　傷は乾いた状態だと治りにくいことが分かってきました。乾くと
傷の表面の細胞が壊れてしまいます。ガーゼは傷を乾燥させてしま
うので、適切な創傷被覆材（傷を保護するもの）を選び、創部の湿
潤環境を保つことが必要です。

　上記の治療で全ての傷が治るわけではありません。動物に噛
か

まれた
傷や異物が深く入り込んでしまった傷などは、専門的な治療が必要と
なります。傷が心配なときや処置の方法に困ったときは、早めに医療
機関を受診しましょう。

松戸市医師会　 http://www.matsudo-med.or.jp/

擦り傷のきれいな治し方（傷痕を
残さないために）

あなたの健康 401

健康教室（糖尿病)
①6月28日㈭②7月6日㈮③7月10日㈫④7月17日㈫各14時～15時（13時
45分開場）　会場総合医療センター2階大会議室（同センター正面入り口
集合）　内容①あなたに迫る糖尿病～その治療の意味～②ちょっとの工夫
で血糖値ダウン③糖尿病のお薬について知ろう！～質問受け付けます～④
糖尿病と口のケア　講師同センター①医師②保健師③薬剤師④歯科医師・
歯科衛生士　費用無料
問同センター栄養管理室☎712－2511（内線1091）

食からはじめる健康セミナー「野菜コース・夏」要申込

内容講話と調理実習　対象市内在住の20歳～ 59歳　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　※一時保育あり（ 2
歳以上、おやつ代他200円、要申込）。

6月15日㈮9時から、電話で各会場へ

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　
①7月6日㈮10時～12時②7月13日㈮10時～13時　会場中央保健福祉セン
ター　内容講話と①運動実技②調理実習　対象市内在住の20歳～59歳　
定員各先着25人　持ち物筆記用具と①運動できる服装・運動靴・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、おやつ代他200円、要申込）。

6月15日㈮9時から、電話で同センター☎366－7489へ

特定医療費（指定難病）受給者証の更新手続き
受付期間有効期間が9月30日までの人＝7月2日㈪～27日㈮、有効期間が
12月31日までの人＝7月2日㈪～9月28日㈮　受付方法上記受付期間内〔必
着〕に郵送で〒271－8562松戸市小根本7　松戸健康福祉センター（松戸保
健所）へ、または直接同センター窓口〔9時～11時、13時～15時（金～日曜、
祝日を除く）〕で　対象市内在住の特定医療費（指定難病）受給者
問同センター地域保健課☎361－2138

健康推進課☎366－7486
ストップ！熱中症

　熱中症とは、環境や体調などの関係で体に熱がこもり、発散できない状
態をいいます。重症の場合は生命にかかわります。
症状 めまい、立ちくらみ、意識がない、言動がおかしいなど
応急処置 涼しい場所へ移動し、衣服をゆるめて水分補給　
※自分で水分を飲めない、症状が改善しない、意識や言動がおかしい場合
はすぐに119番通報し、体を冷やしながら救急車の到着を待ちましよう。
予防のために●飲み物を持ち歩く●休息をとる●栄養をとる●温度に気を
配る●声を掛け合う

6月は環境月間です 環境政策課
　☎366－7089

まつど健康マイレージ付与…

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

コースの流れ

　特定保健指導
「お腹

な か

すっきりコース」で
  もっと元気、ずっと健康に！要申込

6カ月で
改善！

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

日本脳炎の予防接種を受けましょう
健康推進課☎366－7484

　日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例により接種が差し控えら
れた期間がありましたが、新たにワクチンが開発され、現在は定期接種が
受けられるようになっています。

差し控えにより接種機会を逃した以下の人は、接種期間が拡大されています
●平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれ
　20歳未満までに、第1期不足分と第2期分を接種可能
●平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれ
　9歳以上13歳未満の間に、第1期不足分を接種可能

接種スケジュール
第1期初回 6日以上（標準的には28日以下）の間隔を空けて2回接種
第1期追加 2回目接種後、約1年空けて1回接種
第2期 9歳を過ぎてから1回接種
※接種間隔が乱れている場合は、接種医にご相談ください。

　身近なところから、一人一人にできることに取り組んでみましょう。

楽しい省エネで、夏を涼しく乗り切ろう！
●体を冷やす夏野菜やかき氷を食べて、体の内側からクールダウン
●時短レシピや電子レンジを活用して、調理による熱を減らす
●エアコンと扇風機を一緒に使って冷房効率アップ
●みどりのカーテンを作って、室温上昇をストップ
●冷却ジェルシートや氷のうなどの冷感グッズを活用
●夏の電気使用量の半分以上がエアコン！一部屋で過ごせば電気代もお得に

宅配便の荷物は、できるだけ1回で受け取ろう！
　宅配便の再配達率は約20%といわれ、再配達のために走るトラックから
排出される二酸化炭素は、年間約42万トン（山手線内側の面積の2.5倍の杉
林が、1年間で吸収する量に相当）にもなります。
●荷物を送るときは、相手の受け取りやすい時間帯を事前に確認する
●ネットショッピング等の受け取りは、受取通知サービス・時間帯指定・コ
　ンビニ受け取り等を利用して、1回で確実に受け取る

各種補助金もあります！
家庭部門太陽光発電システム設置、ゼロエネルギー住宅購入・改修他
事業所部門エネルギー管理システム（B

ベ ム ス

EMS等）導入、ゼロエネルギー
ビル購入・改修他
運輸部門電気自動車・燃料電池自動車導入
※詳細は市ホームページをご覧ください。

省エネ豆知識！
●54W

ワット

白熱電球を9W電球形LEDランプに替えると、年間約2,430円の節約に
●お風呂には間隔を空けずに続けて入ると、年間約6,880円の節約に
　(1日1回、4.5℃下がった200Lの湯を追いだきする場合)
●エアコン・冷蔵庫・テレビ等を買うときは、省エネ性能が高いものを選ぶ

市ホームページ

日時 会場 電話番号
7/3㈫10:00～13:00 中央保健福祉センター 366－7489 20人
7/5㈭10:00～13:00 小金保健福祉センター 346－5601 20人
7/9㈪10:00～13:00 常盤平保健福祉センター 384－1333 20人

定員（先着）
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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

7月

●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
木曜広場①5日㈭②19日㈭③26日㈭各16時～
16時45分　内容①なぞなぞ大会②グループ対
抗ゲーム③牛乳パック工作　対象主に小学生
中高生の広場（T

タ ッ プ ス

APS）水・土曜17時～19時　内容
フリータイム、ババぬき最弱王決定戦他
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　内容基礎を
学ぼう　対象小・中学生
あそび広場①21日㈯②28日㈯各15時～16時　
内容①お好み焼きを作ろう②工作　対象主に小
学生
●移動児童館☎387－3320
わくわく広場 運動公園会議室5日㈭10時30分～11
時50分　稔台市民センター 6日㈮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

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

以下の人は、博物館と戸定歴史館は観覧無料●中学生以下 ●市内在住の70歳以上（博物館のみ）●身体障害
者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている人とその人1人につき付き添いの人1人

開館時間…9:30～17:00（入館は
16:30まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開
館し、翌日休館）、くん蒸期間（ 7/2
～9）、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。

◆6/15㈮は「千葉県民の日」
を記念して観覧は無料です
◆館蔵資料展「まつどの江戸
時代～古文書・絵画・模型か
らさぐる～」
6/24㈰まで
会場企画展示室　費用無料
◆ミニ写真展（第2期）タイム
トラベル松戸1974「街にデ
パートができた頃Ⅱ」
7/1㈰～9/30㈰
内容1955年～1988年ごろに市
内で撮影された、街角の写真　会
場常設展示室内、主題展示室前
費用常設展観覧券が必要
◆学芸員講演会②「戦国時代
の史料を眺めてみる～西原文
書ふたたび～」
6/17㈰13:00～15:00
会場講堂　内容西原文書の分析
から新たに浮かび上がった歴史
講師同館学芸員　定員先着80
人　費用無料　 当日会場で

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）

◆博物館を描こう
7/29㈰13:30～16:30
会場実習室　内容博物館のある
風景や展示品を描き、夏休みの
自由課題を制作　講師小・中学
校美術科教師　対象小学4年～
6年生　定員12人（抽選）　費用
無料　 7/12㈭〔必着〕までに、
往復はがき（1人1枚）に住所・氏
名（ふりがな）・学年・電話番号
を記入して、「7/29博物館を描
こう」係へ
◆こども体験教室「自分でつ
くる糸と布～紡ぐ・染める・織
る・縫う～」〔全5回〕
①糸紡ぎ7/31㈫ 9:30～12:30
または13:30～16:30②染め準
備 8/2 ㈭ 9:30～11:30③染め
8/7 ㈫ 9:30～15:00④機

はた

織り
8/8 ㈬ 9:30 から15:00 の間の
50分間（博物館側が指定）⑤作
品づくり8/9㈭9:30～12:00　
会場実習室　講師同館学芸員、
同館友の会　対象全回出席でき
る小学3年～6年生　定員8人
（抽選）　費用無料　 7/12㈭
〔必着〕までに、往復はがき（1
人1枚）に住所・参加する子ども
の氏名（ふりがな）・学年・電話
番号・1日目の希望時間（9:30ま
たは13:30）を記入して、「7/31
糸と布」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…9:00～16:30
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。
◆むしとかくれんぼ！～夏の昆
虫観察会～
7/1㈰10:00 ～11:30
講師自然解説員・高保純樹氏　
定員先着25人　費用無料
◆挿し木繁殖に挑戦～いろい
ろな植物の繁殖にチャレンジ～
7/1㈰13:30 ～15:00
講師みどりの相談員・宮本光昭
氏　定員先着20人　費用500円
◆自然観察講座《夏編》座学
で学び野外で楽しく観察～夏
の自然と虫のくらし～
7/7㈯10:00 ～15:00
講師東葛しぜん観察会　定員先
着25人　費用無料
◆いきもの調査隊「ニイニイゼ
ミを見つけよう」
7/16 ㈷10:00 ～11:30
講師自然解説員・加藤裕一氏・
高保純樹氏　定員先着20人　
費用無料

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

◆松戸市美術展覧会
7/1㈰まで
生涯学習推進課☎367－7810

◆脳卒中の重い障害を越えて
創った書画作品展「生

い の ち

命の灯
ふたたび展」
7/3㈫～8㈰
横
よこ

張
はり

☎391－7272
◆千葉常

じょう

磐
ばん

独立展
7/14㈯～18㈬
太田原☎386－7700

文化ホールギャラリー
☎367－7810

あそぼう会青少年会館樋野口分館 3日㈫・10日㈫各
15時～17時30分　柿ノ木台公園体育館 4日㈬・11
日㈬各15時15分～17時30分　 運動公園会議室5
日㈭・12日㈭各15時～17時30分　稔台市民セン
ター 6日㈮・13日㈮各15時～17時30分　内容七
夕の飾りを作ろう！なつまつりに自分たちでおみ
せを出そう！　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
親子でパン作り教室7日㈯10時～12時　内容パン
作りを楽しむ　対象小学生以上（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
ミックを楽しむ　対象乳幼児と保護者（要申込）
おはなしあっぷっぷ13日㈮11時～11時30分　内容
パネルシアター他　対象乳幼児と保護者
パティシエ教室14日㈯・28日㈯各10時～12時
内容ケーキ作りを楽しむ　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
工作くらぶ28日㈯13時～15時　内容オイルパス
テル　対象小学生以上
●野菊野こども館☎331－1144
あかちゃん♥たいむ4日㈬10時30分～11時30分
対象1歳6カ月までの子と保護者（要申込）
絵本のじかん13日㈮11時30分～12時　対象乳幼
児と保護者
枝豆とりに参加しよう22日㈰10時野菊野団地内
公園集合　対象乳幼児と保護者、小学生以上
中高生タイム水・金曜17時～18時、土曜（7日㈯を
除く）17時～20時　内容フリータイム[21日㈯は
のぎクッキング（要申込）]　対象中学・高校生
●森のこども館☎331－1144
（21世紀の森と広場内森の工芸館）
①7日㈯・8日㈰②27日㈮～29日㈰各10時～16
時　内容①森の中で元気に遊ぼう！②水遊び、ザ
リガニ釣り他　対象乳幼児と保護者、小学生以上

※飲み物を持参してください。
※申し込みのないものは当日会場で。
※スポーツ推進委員主催。
●グラウンド・ゴルフ教室
6/24 ㈰ 9:00～12:00　会場東
漸寺本堂裏広場（駐車場使用不
可）　 堀☎344－1735

運動公園
☎363－9241

◆カルチャー教室①リトミック
②レジンアクセサリー
① 6/15 ㈮・22 ㈮、7/13㈮ ②
7/6㈮各10:00～11:00　会場武
道館　対象①6カ月から5歳まで
の子と保護者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

◆博物館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　
※7/2㈪～9㈪は、休館のため上映はありません。

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

6
月
「小さな町の小さな物語」〈昭和30年
代の日本・家族の幸福 親子編〉 〈39分〉

7
月
〈人類　いかにして人は五大陸へ渡った
のか〉「（1）始まりの地　アフリカ」〈50分〉

午前11時の名画座
11:00

6
月
〈大モンゴルⅠ〉「幻の王 プレスター・
ジョン」 〈59分〉

7
月
「妻と夫がけんかした話」〈昭和30年
代の日本・家族の幸福 夫婦編2〉  〈34分〉

土日祝のキッズシアター
（土・日曜、祝日）13:15
※6/17㈰を除く

6
月
アニメ〈ふるさと再生 日本の昔ばなし〉
「しっぺい太郎」他２話〈約25分〉

7
月
アニメ〈ふるさと再生 日本の昔ばなし〉
「一

ひ と

足
あ し

千
せ ん

里
り

のわらじ」他2話〈約25分〉

●軽スポーツ教室（グラウンド・
ゴルフ、ソフトバレーボール）
6/24 ㈰ 9:00～12:00　会場常
盤平第一小学校　 小暮☎090
－4012－7686
●ソフトバレーボール教室
7/1㈰9 :00～11:00　会場常盤
平体育館　 小暮☎090－4012
－7686
●カローリング教室
7/1㈰ 9:00～12:00　会場高木
第二小学校　 明

みょう

道
どう

☎090－
9835－1187
●スポレク祭（新松戸地区）
ファミリースポーツ教室
7/1㈰ 9:00～12:00　会場新松
戸西小学校　 宮崎☎346－
4327
●スポレク祭（新松戸地区）
グラウンド・ゴルフ教室
7/1㈰9:00～13:00　会場新松
戸中央公園　 矢野☎090－
3107－0348
●初心者バドミントン大会
7/6㈮9:00～15:00　会場柿ノ
木台公園体育館　内容団体戦
（4人～6人1チーム）　費用1チー
ム2,500円　 6/29㈮までに、
電話で坂平☎366－3432へ

（無料）

県ホームページ

千葉県PRマス
コットキャラクター
チーバくん

チーバくんからの挑戦状！inとうかつ
～“コトバ”達はどこいった！?～
8月31日㈮まで 
内容東葛6市（松戸市・野田市・柏市・流山
市・我孫子市・鎌ケ谷市）の公園や観光施設
など計12施設にキーワードを持ったチーバ
くんが隠れています。それぞれのキーワー
ドをヒントに、各市にちなんだ“コトバ”を
手に入れよう。完成させた“コトバ”の数に
応じて、抽選で賞品をプレゼント！
 賞品●A賞（“コトバ”6つ）チーバくん特製クオカード5,000
円券（20人）●B賞（“コトバ”4つ）各市の特産品（30人）
●C賞（“コトバ”2つ）チーバくんグッズ詰め合わせ（40
人）●特別賞（A～Cの抽選に外れた人）オリジナルチー
バくんピンバッジセット（50人）
※詳しくは、21世紀の森と広場、戸定が丘歴史公園、文化観光国際課、千
葉県東葛飾地域振興事務所等で配布するパンフレットをご覧ください。

応募方法 9月14日㈮〔消印有効〕までにパンフ
レットの応募はがきで、または9月14日㈮17時
までに県ホームページの応募フォームで。
千葉県東葛飾地域振興事務所☎361－2111

松戸市では、「21世紀の
森と広場」と「戸定が丘歴
史公園」に隠れているよ
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◆文化振興の助成金を受け付け
期間8/1㈬まで 基礎医学・伝統芸能・
伝統技芸・音楽・演劇・絵画・工芸・彫刻・
スポーツの各分野で、1件100万円を上限
として助成 県内在住または県内で活動
する個人・団体 （公財）土屋文化振興財
団☎364－3689（平日のみ）
◆稔台フレンド寄席
①6/16㈯②7/21㈯各19時から オ

オイ文化センター（新京成みのり台駅下
車）出演①三

さん

遊
ゆう

亭
てい

あら馬
ま

氏②春
はる

雨
さめ

や晴
はれ

太
た

氏 各200円 稔台フレンドクラブ・小林
☎367－6579
●サッカー無料体験会
6/17～7/29の㈰13時～16時 六実

小学校 5歳～小学生 直接会場で 六
実サッカークラブ・小巻☎080－6180－
7502
●社交ダンス体験会（タンゴ）〔全4回〕
6/19～7/10の㈫19時10分～20時

50分 新松戸市民センター 中級者
ダンスシューズ 1,000円 電話で

新松戸社交ダンスサークル・吉村☎346
－1736（夜間のみ）へ
●詩吟初級講座
6/21以降の㈭15時～17時 新松戸

市民センター 電話で輝
き

龍
りゅう

会
かい

・紺野☎090
－1425－0487へ
●健康体操体験会
6/25㈪13時～14時30分 新松戸市

民センター 50歳以上の女性 先着5人
500円 電話で健康体操ポルカ・小柴

☎342－4524（午前のみ）へ
◆企業活性化相談
6/27㈬、7/25㈬各14時～18時 勤

労会館 市内中小企業の経営者 電話で
千葉県能率総合研究所相談事務局（㈱ティー
シーイーエム内）☎047－481－8531へ
◆空き家無料相談会
6/30㈯10時～13時 市民会館 先

着40人 電話でちば空き家法務研究会・
奈良☎713－7865へ
●トーンチャイムでお星さまの曲を演奏
してみよう！
6/30㈯、7/7㈯各14時30分～16時

30分 市民交流会館 電話でS
ス マ イ ル

MILE・
藤田☎090－2903－5791（昼間のみ）へ
●初心者マジック教室（すぐできるやさ
しいマジック）〔全3回〕
7/1～15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

●菊作り講習会（福助菊）
7/1㈰13時30分～16時 プレイハウ

ス榎本（八ケ崎ビッグA裏） 千
せん

松
しょう

菊
きく

花
か

会
かい

・
菊地☎365－7206
●社交ダンス無料講習会（ワルツ・ルン
バの基本フィガー）
7月の㈬14時～16時 常盤平市民セン

ター 多少経験がある人 電話でJBDF
松戸スポーツダンスサークル・鶴丸☎387
－1569（昼間のみ、㈬除く）へ
●初心者のための句会見学会
7/5㈭13時～16時 矢切公民館 パ

ソコンでEメールが使える人 電話でひこ
ばえ俳句会・水田☎343－8422へ
●クイックステップ・ルンバ講習会〔全3回〕
7/5～19の㈭19時～21時 稔台市民

センター JDCスタンダードA級・田原健
二氏 中級者 4,000円 電話でクル
ミダンス・大場☎080－1579－4358（昼
間のみ）へ
◆松戸国際高校「松

しょう

耀
よう

祭
さい

」PTAバザー
7/7㈯9時～14時 同校 同校・高村

☎386－0563
◆図書館音訳者養成講座（初級）説明会
7/7㈯・21㈯各10時～12時 県立西

部図書館 各先着35人 電話で同館☎
385－4133へ
◆つるしびなを作りましょう
7/7㈯・14㈯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 各1,000円 電話で同文庫・足立
☎368－5334へ
●タンゴ・ジャイブ講習会〔全3回〕
7/7～21の㈯13時～15時 八ケ崎市

民センター JCFスタンダード・ラテンA
級・安部邦臣氏 中級者 4,000円 電
話で八ケ崎ダンスサークル・大場☎080－
1579－4358（昼間のみ）へ
●松戸市レディース卓球大会
7/9 ㈪ 9時～17時 運動公園体育館
ランクなしシングル戦親睦ゲーム 市内
在住・在勤の女性 1人800円 電話で
松戸市レディース卓球連盟・組

くみ

田
た

☎346－
4491へ
◆ミニ健診～簡易メディカルチェック～
7/16 ㈷ 9時～12時 東葛クリニック

みらいホール（松戸駅下車） 60歳以下
先着30人 電話で東葛クリニック病

院・水村☎365－9027へ
◆原爆写真展・平和の集い
7/16㈷10時～16時 六実市民セン

ター 500円（高校生以下無料） 同実
行委員会・荒木☎388－1346

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

◆離乳食相談会
7/25㈬ 9時30分～10時30分 保育

園きぼうのたから（本町13の9） 先着
10人 7/20㈮までに、電話で同園・今村
☎308－3088へ
◆ふれあいホールサマーコンサート
7/29 ㈰14時～16時 けやきプラザ

2階（JR我孫子駅下車）出演スギテツ

先着551人 同コンサート事務局☎04－
7165－2883
◆小学生のためのおもしろ科学実験〔全
5回〕
8/20㈪～24㈮各9時～10時30分

松戸国際高校 先着25人（要保護者同
伴） 500円 同校ホームページで 同校・
陶
す

山
やま

☎386－0563

※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。

●松戸七
しっ

宝
ぽう

焼
やき

サークル
㈮9時～13時 矢切公民館 月500

円 2,000円 藤本☎391－1917（昼
間のみ）
●松戸おけさ会（新潟民謡の踊り）
第1・3㈯19時～21時 明市民セン

ター 月1,000円 登
と

石
いし

☎384－4017
（17時～20時）
●ザ・エクササイズ（エアロビクス、ヒッ
プホップダンス）
㈫㈭㈯10時～11時45分 六実市

民センター 30歳～69歳の女性 先
着10人 月3,000円 500円 生

いき

澤
ざわ

☎
311－1138
●体操クラブはつらつ柿の木台（ス
トレッチ体操）
㈭13時～15時 柿ノ木台公園体育館
60歳以上 先着10人 月1,000円

1,000円 菅
すが

野
の

☎080－1037－0883
●八ケ崎エアロビクス
㈫10時～12時 八ケ崎市民セン

ター 20歳以上の女性 月2,000円
2,000円 染井☎341－6110

●健康体操こがさき（ストレッチ、リズ
ム体操）
第1～4㈬（㈷除く）13時20分～14

時50分 古ケ崎市民センター 先着
10人 月1,700円 1,000円 和

わ

食
じき

☎
367－6890
●さくら会（健康体操）
㈫㈭9時20分～11時 常盤平体育

館 女性 月2,500円 1,500円 松
村☎386－6843
●健友会（ストレッチ、健康体操）
㈯15時～16時30分 運動公園

20歳以上の女性 月2,000円 1,000
円 桑原☎365－4805
●松戸太極拳（中国武術、気功）
㈰9時～12時 馬橋市民センター 
月2,500円 2,000円 布施☎090

－3214－8965
●小金原太極拳クラブ
㈮11時～13時 小金原体育館 20

歳以上 月4,000円 1,000円 西岡
☎090－6047－1526

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） 7/10 ㈫ 9:00 ～11:30

☎361－2138
来所 7/10 ㈫ 13:30 ～15:00

思春期相談 7/ 9 ㈪ 14:00 ～17:00
精神保健福祉相談 7/  5 ㈭ 14:00 ～16:00
酒害相談 7/19 ㈭ 14:00 ～16:30

エイズ
検査

即日検査 7/ 3㈫・17㈫ 各13:30～14:00
☎361－2139夜間検査 7/17 ㈫ 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

　仕事で培った豊富な経験やスキルを持ったボ
ランティア（プロボノワーカー）が、地域で活
動する団体を支援する取り組み「プロボノチャ
レンジMATSUDO」を、9月から約2カ月間実
施します。これに先立って、「プロボノ」とい
うボランティアの仕組みをご紹介します。
日時①7月6日㈮10時30分～12時②7月7日
㈯10時～11時30分③7月14日㈯10時30分～
12時④7月27日㈮13時30分～15時　会場①③④文化ホール内松戸フュ
ーチャーセンター②松戸シティホテルSENDAN -YA会議室（松戸市根本63）　
定員先着①③④各40人②24人
申し込みフォーム http://bit. ly/matsudoprobono2018で

高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343

 プロボノチャレンジMATSUDOへの参加方法　
　支援を受けたい団体は6月30日㈯まで、プロボノワーカーとして活動した
い人は8月1日㈬までに、特設サイト http://matsudo-project.com/で

プロボノって何？仕事の経験を活い かした
地域貢献を考えよう～平成31年度入学生からスタート～

市立松戸高校改革市立松戸高校改革
要申込

　生徒が自立し、将来社会で活躍するために鍛えるべき必要な資質を「学力」
「グローバル」「部活動」の3つに定め、教育改革を進めていきます。
 単位制の導入
　学年の枠にとらわれず、生徒の進路希望等に応じた多様な選択科目を設置
 学習指導の充実
●予備校講師による補習授業を行い、大学受験に向けた支援を実施
●大学との連携により生徒の主体的な学びを広げ、進路実現を図る
 グローバル教育の推進
●国際人文科のマレーシア異文化体験（1年次）・アメリカ国際交流（2年次）
　と、普通科も含めたオーストラリア研修の充実
●少人数授業や常駐する複数の外国語指導
　助手（ALT）による英語教育の充実
 普通科の通学区域の拡大
●現在は松戸市内のみである通学区域を、
　市内県立高校と同様の通学区域に変更
●他の地域からの生徒たちとも切

せっ

磋
さ

琢
たく

磨
ま

し、
　活気あふれる学校を目指す
同校☎385－3201、学務課☎366－7457
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小学生バレリーノ、
世界で輝く

　アメリカ・ニューヨークで毎年行われている世界最大級の国際バレエコンクール「ユ
ース・アメリカ・グランプリ（YAGP）」。プロを目指す若手バレエダンサーの登竜門とい
われるこの大会のプリコンペティティブ（9歳～11歳）部門で、河野球人さんがクラシッ
ク男性「トップ6」の成績を収めました。
　お母さんが通っている市内のクラシックバレエ教室に一緒について行っていた河野
さん。先生やお母さんから入会を勧められても、当時の教室に女の子しかいなかった
ということもあり入会をためらっていましたが、2歳年上の男の子が入会したことをき
っかけに、6歳の頃にバレエを始めることに。今では河野さんを含めた6人の男の子が
同じ教室に通っています。
　河野さんが急激に実力を伸ばしたのは、
小学3年生の頃。特に体を回転させる技術
の評価が高く、本人も「回ったり、跳んだりす
るのは好き」と話してくれました。一昨年の
YAGP2017の日本予選で2位になり、昨年
初めて本選の舞台に立った河野さんは、今
年で2年連続の本選出場。「去年よりも緊張
しなかった」との言葉どおり、落ち着いた演
技で「トップ6」の受賞に至りました。
　YAGPで好成績を残した出場者には、海
外の著名なバレエ学校に留学できる権利が
与えられます。「プロのバレエダンサーになりたいです！」と宣言してくれたとおり、いず
れは海外へ、そしてプロの世界へと羽ばたいていく未来を描く河野さん。まずはもう一
度YAGPの本選に立ち、トップ3入りを目指します。次回大会までは同じプリコンペ
ティティブ部門ですが、その上にはジュニア部門（12歳～14歳）、シニア部門（15歳～
19歳）があります。日本を代表するバレエダンサー・熊川哲也氏に憧れる河野さんは、
一つ一つプロへのステップを刻んでいきます。

YAGPでポーズを決める河野さん

特別養護老人ホーム陽光苑での表彰式の様子

矢切の渡しで過去に戻る　　
　私はレトロなものが好きです。松戸市の
昔ながらの美しさを見つけたくて、探索の
旅の出発点に矢切の渡しを選びました。
　矢切の渡しは、江戸時代から松戸市の矢
切地区と東京都の柴又地区を結んでいる
江戸川の渡し船です。時を経て、今はレトロ
で慎ましい雰囲気を醸し出しています。周
りの生活がどのように変わってきても、この
場所は昔のまま残っているように感じま
した。風の音と手漕

こ

ぎの音が調和する中、
小舟に乗り、川沿いに広がる緑の景色を眺
めることは今までにない体験でした。私に

とって松戸市でとても思い出に残る体験
の一つになったかもしれません。日本人が
歴史を尊重し、守っていることは素晴らしい
と思います。そのおかげで、現代を生きな
がら過去を旅することができたようです。
　読者の皆さん、松戸でレトロ感を味わえ
るおすすめスポットが他にもありましたら、
ぜひ教えてください。次の場所への旅を
楽しみにしています。

Turn back to the past on the “Yakiri-no-watashi” ferryboat crossing
I’m a nostalgic person who love old stuff. Since I came to Matsudo, I have 
always wanted to discover the old-fashioned beauty of the city and I 
chose “Yakiri-no-watashi” ferryboat crossing to be the starting point of 
my journey. 
This crossing dates back to Edo Period, linking Matsudo’s Yakiri and 
Tokyo’s Shibamata. The flow of time has given this place a special ancient 
vibe. I feel like time stops here despite the nonstop pace of life out there. 
Sitting on the wooden boat and looking at the surrounding peaceful 
landscape in the harmorny of the winds and the paddling sound is 
definitely one of the most memorable memories in this city. I admire the 
way Japanese people value and preserve their history. Thanks to that, I 
can turn back to the past in this morden life. 
Dear readers, can you recommend me other places in Matsudo where I 
can feel the old Japan? I’m looking forward to travelling to the next place 
in my journey. 

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

記念写真を忘れずに

Matsudo City International Portal

梨香台小学校　５年生

河
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野
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日本大学松戸歯学部と市が
包括的な連携協定を締結
　日本大学松戸歯
学部と松戸市が、
5 月7 日に包括的
な連携協定を締結
しました。
　同学部とは、こ
れまでも指定避難
場所・収容避難所
としての協力や、市
民の歯と口

こう

腔
くう

の健
康づくりについて
の調査研究などの
連携を行ってきました。今後は地域包括ケアをはじめ、あら
ゆる世代の保健・医療・福祉における協力や、災害時における
歯科医療拠点体制の構築に関わる連携を推進していきます。
政策推進課☎366－7072

「介護老人福祉施設入所者による介護支援ボランティア」とは？
　入所者自身が入所先でボランティア活動を行うことです。
役割を持って、生きがいを感じながら自身の健康増進と介護
重度化予防に取り組み、実績に応じて表彰状が授与されます。
これは松戸市がモデル的に展開する全国初の試みです。
　活動者は、できるときに無理なく自分のペースで、日々ボラ
ンティアとしての役割をこなしながら充実した入所生活を過ご
しています。こうした取り組みが広がっていくよう、ご理解と
ご協力をお願いします。
高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343

　昨年度から始まっ
た「介護老人福祉施
設入所者による介護
支援ボランティア」の
第1回表彰式が行わ
れ、活動者2人とそ
の受け入れ施設を表
彰しました。

渋
しぶ
谷
たに
 鑛
こう
学部長（右）と本郷谷市長

介護老人福祉施設入所者による
介護支援ボランティア

初 の 表 彰 式 を 行 い ま し た

陽
よう

介
すけ

さん・愛
あい

さん
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

松戸市在住の彼との結婚の決め手は優しさ。
なんでこんなに優しいんだろう？
あ、そうか。やさシティ、まつど。

国際交流員レー・ガン・ハーが松戸の魅力を紹介します

この頃は、ハッ！
 Here comes Ha!

Discover Matsudo's many charms with CIR Le Ngan Ha

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

2018.6.15
（平成30年）

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。


