
松戸市制施行75周年記念

　東京高等工芸学校時代を中心に、千葉大学工学部へ繋
つ な

がるデザイン教育の
歩みを辿

た ど

ります。

鵜図案原図　鹿島英二

　松戸駅から程近い相模台は、さまざまな変貌を遂げま
した。明治期には中山競馬場の起源である松戸競馬場が
あり、大正期から戦前までは陸軍工兵学校がありました。
　そして、1945年（昭和20年）、終戦とともに東京工業専
門学校が移転してきました。同専門学校は本格的なデ
ザイン教育機関である東京高等工芸学校が前身であり、
1949年（昭和24年）の新制大学の発足により千葉大学工
芸学部（現在の工学部）となりました。同学部はデザイン
も学べるユニークな学部として、戦後日本のデザインを
支えるデザイナーや芸術家を輩出しました。

相模台の歩み

土蔵ある風景　利根村追
おつ

貝
かい

及川修次　1982年

利根川と江戸川の分流点－関宿
及川修次　1975年

古利根川のたそがれ
及川修次　1982年

矢切の渡し　江戸川
及川修次　1982年

第二部  利根川に魅せられて
－松戸の写真家、及川修次の仕事－
　大橋在住の写真家・及川修次氏は利根川の源流から河
口に至る風景と人々の暮らしの撮影を続けてきました。
1981年（昭和56年）に新宿のニコンサロンで開催された
個展「利根川山河」出品作品をはじめ、利根川の厳しくも
豊かな自然と、その流域でたくましく生きる人々の姿が
捉えられたライフワークを展示します。

及川修次氏プロフィール
　1922年（大正11年）岩手県花巻
市生まれ、現在96歳。1969年（昭
和44年）より松戸市在住。2012年

（平成24年）、故郷の萬
よろず

鉄五郎美
術館で個展開催。及川修次氏

　これまで市教育委員会では、市ゆかりの美術の調査、芸術資源の掘り起こし、
優れた作品の収集を行い、展覧会で紹介してきました。
　今回の美術展では、松戸市が刻んできた芸術の歴史を二部構成で展示します。
松戸が秘めている美術の潜在力を感じてみませんか。
問社会教育課美術館準備室☎366－7463

松戸 美術展ゆかりの
－その潜在力-

小椅子　型
けい

而
じ

工房 1930年代 側書架　森
もり

谷
や

延雄　1927年 明治ミルクチョコレート
大橋正　1952年

第一部 相模台の記憶
松戸にあった千葉大学工学部のデザインと美術
－前身の東京高等工芸学校時代から－

観覧料 一般 300円、高校・大学生150円　
※以下に該当する人は無料。◦中学生以下◦市内在住の70歳以上◦身体
障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

と介護者（いずれかの手帳の交付を受けている人1人につき1人まで）　
※20人以上の団体は 一般 240円、高校・大学生100円。　
※常設展示は別料金。共通観覧料は 一般 500円、高校・大学生 250円。

会期8月4日㈯～9月2日㈰
会場市立博物館企画展示室
開館時間 9時30分～17時（入館は16時30分まで）
休館日 月曜日

平成30年7月豪雨災害
義援金を受け付け
　西日本を中心とした豪雨で被災された方々の支
援のため、地域福祉課で義援金を受け付けています。
皆さんからの義援金は、全額被災地へ送られます。
問地域福祉課☎366－3019

口座番号
① 郵便（口座記号番号）00130-8-635289 銀行
三井住友銀行　すずらん支店（普通）2787545、
三菱UFJ銀行　やまびこ支店（普通）2105538、
みずほ銀行　クヌギ支店（普通）0620405
②千葉銀行　本店営業部　（普通）3495585

※同展覧会は、自治総合セン
ター、芸術文化振興基金、（公
財）朝日新聞文化財団から助
成を受けて実施します。

「相模台の記憶」 　8月12日㈰　講師武蔵野美術大学美術館・図書館・敷田弘子氏
「及川修次の写真」 8月18日㈯　講師写真史家・金子隆一氏

共通  時間14時～14時40分　会場同館企画展示室　費用同展覧会観覧料　
 ※事前申し込み不要。

フロア
レクチャー

会期中の
イベント

口座振込①日本赤十字社②千葉県共同募金会はこちらへ
口座名義
① 郵便 日赤平成30年7月豪雨災害義援金 銀行
日本赤十字社②社会福祉法人千葉県共同募金会
受付期限 ①12月31日㈪②9月28日㈮
※金融機関によっては、別途振込手数料がかか
る場合があります。
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●松戸市職員を募集します
●お盆期間中の急病救急医療
●松戸宿坂川献

けん

灯
とう

まつり
●松戸市内観光梨園がオープン！
●新コーナー「ホストタウン通信」



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（記載がないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先

掲 示 板
お知らせ

原爆が投下された日・終戦記念日には
慰霊と平和の祈念をお願いします
　昭和20年（1945年）8月6日8時15分
に広島で、8月9日11時2分に長崎で、原
子爆弾が投下されました。そして、8月15
日の終戦から今年で73年になります。戦
争により亡くなられた方のご冥福と世界
の平和を祈り、8月6日㈪・9日㈭の原爆
投下時刻と、8月15日㈬12時には、各職
場や家庭等で1分間の黙とうをお願いしま
す 総務課☎366－7305

大規模小売店舗の変更届け出の縦覧と
意見書の提出
縦覧および意見書提出期限 10/15㈪ 縦覧場所
商工振興課 対象店舗 コープ新松戸店
同課☎711－6377

熱中症予防のため「涼
す ず

み処
どころ

」をご利用く
ださい
期間 9/30㈰まで（時間は各施設の開館
時間と同様） 各市民センター、各老人福
祉センター、総合福祉会館、シニア交流
センター 高齢者支援課☎366－7346

自習や読書等の際に文化ホール講座室
をご利用ください（夏季のみ実施）
講座室が空いている日

の11時～16時　※利用
可能日・利用方法等は市
ホームページをご覧くだ
さい 生涯学習推進課☎
367－7810

わが家の犬・猫写真コンクール作品募集
募集作品しつけ等適正飼育についてのコ
メント（400字以内）を添えた応募者が飼育
している犬・猫の写真（3枚まで）規格 L判
県内在住 8/20㈪〔消印有効〕まで

に、全ての写真の裏面に住所・氏名・電話
番号を記入して、郵送で〒260－0001千
葉市中央区都町463の3　（公財）千葉県動
物保護管理協会（☎043－214－7814）へ

もう一度学び直しませんか～基礎学習
講座受講生追加募集～
9/18㈫～H31/3/1㈮の㈪～㈮（冬季

休講あり）昼の部13時30分～17時〔㈬は
12時45分～17時30分〕夜の部18時30
分～20時45分　※1教科につき週2時
間 青少年会館 原則として、中学校の
教科書を使用した学習〔国語・数学・社会
（歴史）・英語〕 教員経験者 平成15
年4月1日以前に生まれた市内在住・在勤
の人 教材費 8/17㈮〔必着〕までに、
直接または郵送で市ホームページでダウ
ンロードできる受講申請書類、住所・氏
名を記入して92円切手を貼った返信用封
筒（長形3号）を〒270－0035松戸市新松
戸南2の2　青少年会館（☎
344－8556）へ　※市ホー
ムページ掲載の学習の概要
を必ずご覧ください

明るい選挙啓発4コマまんが作品募集
　入選作品は11月の松戸市議会議員一
般選挙の啓発活動に活用しますテーマ
①18歳からの選挙②選挙で投票すると
いうこと（1人2点まで） 市内在住・在
学　※詳細は市ホームページで 9/7
㈮〔必着〕までに、直接または郵送、Eメー
ルで〒271－8588松戸市役所　選挙管
理委員会事務局（☎366－7386）、
mcsenkyokanriiinkai@city.matsudo.
chiba.jpへ

市立保育所の保育士・保育従事職員
（任期付短時間勤務職員）を募集
受験案内書配布期間 8/10㈮まで 配布方法
幼児保育課・各支所およびハローワーク
松戸で配布する他、市ホームページでダ
ウンロード可 受験資格昭和28年4月2日
以降に生まれた人（保育士は有資格者ま
たは平成30年9月30日までに資格取得
見込みの人）試験 8/26㈰に市役所で　
※詳細は市ホームページで
8/10㈮〔消印有効〕まで

に、郵送で〒271－8588
松戸市役所　幼児保育課
（☎366－7351）へ

千葉県統計グラフコンクール作品募集
課題自由規格 B2判またはパソコンで作
成した統計グラフ 小学生以上　※詳細
はお問い合わせください 県総合企画部
統計課企画情報班☎043－223－2213、
総務課統計担当☎366－8056

男女共同参画推進協議会委員募集
任期 H32/3/31まで 男女共同参画の
まちづくりに関心がある市内在住の人
募集人数 3人 8/19㈰までに、「男女共
同参画のまちづくりに向けて」をテーマに
したレポート（1,200字程度）を直接男女
共同参画課（☎364－8783）へ　※要事
前連絡

市民健康相談室で健康相談等を行う非
常勤職員募集
平日週3日8時30分～17時時給1,540

円（別途交通費支給） 市内医療機関に
勤務していない保健師有資格者募集人数
若干名 電話で子ども家庭相談課母子
保健担当室☎366－5180へ

高齢者の総合窓口相談を行う非常勤職
員募集
平日週3日8時30分～16時30分（応

相談）時給 1,490円（別途交通費支給）
主任介護支援専門員・保健師・看護

師・社会福祉士のいずれかの有資格者
募集人数１人 電話で高齢者支援課☎
366－7343へ

①航空学生②一般曹候補生③自衛官候
補生④防衛大学校学生⑤防衛医科大学
校学生募集
応募資格①海上自衛隊＝18歳～22歳、
航空自衛隊＝18歳～20歳②③18歳～
26歳④⑤18歳～20歳 自衛隊千葉地
方協力本部柏募集案内所☎04－7163－
6884

8月の松戸競輪開催日程
本場開催 8/2㈭～5㈰=松戸競輪開設68
周年記念（GⅢ）、8/22㈬～24㈮（FⅡナ
イター）場外開催 8/9㈭～11㈷四日市（F
Ⅰ）、8/9㈭～12㈰川崎（GⅢナイター）、
8/12㈰～14㈫豊橋（FⅠ）、8/15㈬～19
㈰いわき平（オールスターGⅠ）、8/19㈰
～21㈫伊東（FⅠナイター）、8/20㈪～22
㈬西武園（FⅠ）、8/23㈭～24㈮岸和田（F
Ⅰ）、8/25㈯～28㈫小田原記念（GⅢ）、
8/30㈭～9/2㈰富山記念（GⅢ） 公営
競技事務所☎362－2181

市職員（約5千人）の12月～5月分給与
明細書（計7回）に掲載する広告を募集
寸法広告1枠につき68mm×179mm
以内色 2色刷り（青・赤）募集枠数 3枠
募集期間 8/31㈮まで 広告掲載料 1枠につ
き7回分で12万円以上（消費税を含む、
版代および印刷費用は市が負担）　※申
込書・広告掲載基準等は人事課で配布す
る他、市ホームページでダウンロード可
同課☎366－7306

借金の返済でお悩みの人へ～解決のた
めの助言を行い、必要に応じて法律専
門家を紹介します～（秘密厳守）
㈪～㈮（㈷を除く）8時30分～12時、

13時～16時30分 財務省千葉財務事
務所債務相談窓口☎043－251－7830

試験区分 募集人数 受験
資格 その他の受験資格

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者

行
政
職

事務職 5人程度

①

民間企業等での職務経験が平成30年7月31日現在で、直近7
年中5年以上ある人（加えて技術職は各試験区分に対応する
設計・施工管理に関する職務経験が直近7年中5年以上ある
人）

技術職

土木 若干名
建築 若干名
電気 若干名
機械 若干名

社会福祉士 3人程度 資格免許を有する人または平成31年3月末までに登録を受け
る見込みの人で、社会福祉士または精神保健福祉士の資格免許
取得後に、その資格免許に関する職務経験が平成30年7月31日
現在で、直近7年中5年以上ある人

精神保健福祉士 若干名

保育士 10人程度
保育士登録を受けている人または平成31年3月末までに登録
を受ける見込みの人で、保育士資格または幼稚園教諭の資格
免許状取得後に、その資格免許に関する職務経験が平成30年
7月31日現在で、直近10年中3年以上ある人

保健師 3人程度 資格免許に関する職務経験が平成30年7月31日現在で、直近
10年中3年以上ある人看護師（行政） 若干名

上
記
以
外

行
政
職

身体障害者
上級事務職 5人程度 ②

大学を卒業または平成30年度卒業見込みの人 

身体障害者
初級事務職

短期大学、高等専門学校または高等学校を卒業または平成30
年度卒業見込みの人

初級事務職 若干名 ③
④

③短期大学または高等専門学校④高等学校を卒業または平成
30年度卒業見込みの人

保育士 20人程度 ③ 保育士登録を受けているまたは平成31年3月末までに登録を
受ける見込みの人 

看護師（行政） 若干名 ⑤ 看護師資格を有するまたは平成31年3月末までに取得見込み
の人

消
防
職

上級
20人程度

④ 大学を卒業または平成30年度卒業見込みの人

初級 ⑥
●短期大学もしくは高等専門学校を卒業または平成30年度
　卒業見込みの人
●高等学校を卒業または平成30年度卒業見込みの人

問人事課☎366－7306
受験案内書配布期間・方法8月15日㈬まで、市ホーム
ページまたは直接人事課（土・日曜を除く）で配布　申
込方法8月15日㈬〔消印有効〕までに、郵送で　試験日
9月16日㈰　試験会場流通経済大学新松戸キャンパ
ス他　受験資格①昭和34年4月2日から昭和63年4月
1日までに生まれた②身体障害者福祉法第15条に定め
る身体障害者手帳の交付を受けている、次の要件を全
て満たす人●昭和53年4月2日以降に生まれた●自力
により通勤でき、かつ介護者なしに職務が遂行できる
●通常の勤務時間（原則として週38時間45分、1日7
時間45分）に勤務することができる●活字印刷文によ
る出題に対応できる③平成2年4月2日以降に生まれた
④平成4年4月2日以降に生まれた⑤昭和63年4月2日
以降に生まれた⑥平成6年4月2日以降に生まれた 
※民間企業等職務経験者採用試験の教養試験は、事前
の公務員試験対策を必要としない内容です。
※詳細は受験案内書をご覧ください。    

市職員を
募集します

私たちと一緒に働きませんか

　食中毒予防の三原則は、細菌を
「つけない・増やさない・やっつけ
る」です。以下のことに注意して食
中毒を防ぎましょう●調理前に手
を洗う●調理前後の食品を室温に
放置しない●中心部まで加熱する
（75度で1分以上）●肉・魚などの
生ものを扱った調理器具はその都
度熱湯などで消毒する
問健康福祉政策課☎704－0055

7月17日に食中毒警報
が発令されました

市ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

2 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 

●広報まつど　2018年（平成 30年）8月1日



講座・講演・催し

東部市民センター「さわやかヨガ」
8月の㈭10時～11時 同センター

各先着30人 各800円 電話で同セン
ター☎391－3701へ

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ」
8/2㈭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

明市民センターの催し①親子体操＆ヨガ
②練

れ ん

功
こ う

十八法で健康づくり〔全2回〕③
親子ラテンダンス〔全3回〕④ハワイ倶

ク

楽
ラ

部
ブ

（フラビクス等）〔全3回〕
①8/6㈪10時30分～11時30分②

8/8㈬・22㈬各9時30分～10時30分、
10時45分～11時45分、8/8㈬・22㈬・
29㈬③各17時～18時④各19時～20
時15分 ①500円②1,000円③④各
2,000円　※④は1回のみ参加も可、各
800円 共通 同センター 各先着30人
電話で同センター☎368－6700へ

移動暴力相談所を開設
8/7㈫10時～16時 東葛飾地域振興

事務所（市役所向かい）（公財）千葉県暴
力団追放県民会議☎043－254－8930

ふれあい教室「朗読をきくかい」
8/8㈬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 シニアお
仕事説明会・個別相談会
8/9㈭10時～11時30分 稔台市民セ

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

松戸宿坂川献
け ん

灯
と う

まつりで松
しょう

龍
りゅう

寺
じ

を彩る
戸定竹あんどん設営等のお手伝い募集
8/9㈭17時30分～19時〔雨天中止〕
同寺（松戸駅下車） 汚れてもよい服・

飲み物　※暑さ対策をしてお越しくださ
い 小学生（2年生以下は保護者同伴）
先着15人 当日会場で 戸定歴史館☎
362－2050

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

無理なく元気に介護予防～介護支援ボ
ランティアとして活動しませんか～
　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。以下の日程で説明会を行い
ます

時間 13時～15時 市内在住の65歳以
上 電話で松戸市社会福祉協議会☎
362－5963へ

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 8/15㈬10時～10時30分 旭
ケ丘第2公園（松戸2290） 先着100人
市民安全課☎366－7285

市長室ギャラリーを公開
　松戸美術会、松戸市書道展運営委員
会、松戸華道協会の協力により、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 8/17㈮
12時～15時 市役所新館5階市長室
秘書課☎366－7303

シティー・ミニコンサート～ピアノで歌う
「うた」～
8/22㈬12時15分～12時45分（11時

30分開場） 市役所市議会議場曲目初
めての出会い(グリーグ)、献呈(シューマ
ン)他 演奏者杉浦菜々子氏(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）

住宅リフォーム①相談②市民講座
8/18㈯①10時～13時、14時～16時

②13時～14時 古ケ崎市民センター
松戸住宅リフォーム相談員協議会☎365
－5252

シルバー人材センター中高年英語教室
〔各全9回〕①アメリカ英語発音と簡単
な英語表現（初級）②③初めての英会話
（初級）④生きた英語を映画で学ぶムー
ビークラス（初中級）
①8/29～10/24の㈬13時15分～14

時45分、8/30～10/25の㈭②10時15
分～11時45分③13時15分～14時45
分④13時30分～15時 市民劇場他
50歳以上 各先着15人 各9,000円
（別途教材費） 8/7㈫〔必着〕までに、は
がきに住所・氏名・年齢・電話番号・希望
コースを記入して、〒271－0043松戸市
旭町1の174　（公社）松戸市シルバー人
材センター中高年英語教室係（☎330－
5005）へ

まつど市民活動サポートセンターの催し
①市民活動パソコンスキルアップシリー
ズ「パワーポイントでプレゼン資料を作
る～基本操作編～」 8/31㈮10時～12
時 ぱそこん119 パワーポイントが使
えるノートパソコン②市民活動助成制度
サポート講座～助成金の基礎知識と団
体事例に学ぶ、助成金活用のコツ～
9/2㈰13時30分～16時30分 同セン
ター長 同助成金への応募を考えてい
る人 共通 同センター 各先着①9人
②30人 電話またはEメールで同セン
ター☎365－5522、 hai_saposen@
matsudo-sc.comへ

子どもの育ちを考える講演会「子ども
からつながる地域づくり」
　子どもの育ちを支える大人たちがつな
がるために、子どもと遊びの現在について
「遊び」「公共」「コミュニティ」をテーマに考
えます 9/1㈯13時～15時（12時30分
開場） 市民劇場 NPOハンズオン埼玉
理事・西川正氏 先着300人　※一時預
かりあり（6カ月～小学2年生、先着8人、
要申込） 市ホームページまたは電話・
FAXで子どもわかもの課☎366－7464、
366－7473へ

畑婚！～収穫体験ツアー～
　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 9/1㈯9時30分市
役所駐車場入口集合、15時解散 市内
の果樹園で梨を収穫。料理をして、食事
会でフリートーク 25歳から40歳までの
独身で、農作物に興味がある人 男女各
先着13人 男性2,000円、女性1,000
円 8/17㈮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・生年月日・年齢・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

働きたい女性の再就職支援セミナー
「応募書類の作成」
9/13㈭10時～12時 ゆうまつど

ハローワーク松戸マザーズコーナー就職
支援ナビゲーター 20歳未満の子がい
る女性 先着30人　※一時預かりあり
（6カ月～未就学児、先着8人、要申込）
直接または電話で同コーナー☎367

－8609（43#）または男女共同参画課☎
364－8778へ　※雇用保険受給者は求
職活動実績になります。受給資格者証を
お持ちください

初めてのドイツ語講座〔全8回〕
9/20～11/8の㈭10時30分～12時
文化ホール内国際友好ルーム 麗澤

大学名誉教授・奥野保明氏 基礎文法
と日常会話 初心者 先着20人（会員優
先） 筆記用具、テキスト（各自で購入）
9,000円（会員8,000円） 電話で（公財）
松戸市国際交流協会☎366－7310へ

会 議

松戸駅周辺まちづくり委員会
8/8㈬15時～17時 市役所新館5階

市民サロン傍聴定員15人（抽選、14時30
分から14時45分まで受け付け） 街づく
り課☎366－7376

教育委員会会議
8/9㈭10時から 京葉ガスF松戸ビル

5階会議室（傍聴は9時30分から受け付
け） 教育企画課☎366－7455

犬と遊びながら学ぶ しつけ犬と遊びながら学ぶ しつけ

　市では道路のバリアフリー化を推進しています。皆さんのご理解、ご協力
をお願いします。
● カーブミラー・ガードレール等の破損や道路の陥没を発見した場合はご連
絡ください。

● 道路上空に突出している日よけや看板は、道路占用の申請と許可が必要
です。

● 道路上に無許可で看板・のぼり旗・商品等を置くことは禁止されています。
● 道路にはみ出している植栽等は剪

せ ん

定
て い

してください。また、道路上に「段差
の乗り上げブロック」や「鉢植え」なども置かないでください。

8月26日㈰13時30分～15時10分　会場ゆうまつど　内容講演「石田流
犬のしつけ方」　講師石田愛犬訓練所所長・石田正治氏　定員先着50人
費用無料　※犬の同伴は不可。
8月24日㈮17時までに、電話またはEメールに氏名・住所・電話番号・し

つけに関する質問がある場合は質問内容（質問は8月17日㈮17時まで受
け付け）を記入して、環境保全課☎366－7336、 mckanhozen@city.
matsudo.chiba.jpへ

　特別児童扶養手当の所得状況届、特別障害者手当・障害児福祉手当・経
過的福祉手当の現況届の用紙を8月上旬に送付します。提出がないと8月分
以降の手当を受給できない場合がありますので、ご注意ください。
提出期間8月13日㈪～9月11日㈫　※土・日曜を除く。　
提出先障害福祉課　
※各種手当の詳細は、市ホームページをご覧ください。
問障害福祉課☎366－7348

問市道について建設総務課☎366－7357、道路維持課☎366－7358、
　県道について東葛飾土木事務所管理課☎364－5138

正しく大切に使いましょう

犬のしつけ教室犬のしつけ教室
障害児（者）手当の現況届等を

提出してください

8月は道路ふれあい月間～道路はみんなの財産です～

要申込

問健康推進課☎366－7489
　6月3日に中央保健福祉センター
で行われたコンクールには、高齢者
17人・親と子5組が参加しました。
優勝者を紹介します。

親と子部門
富
と み

永
な が

尚
な お

美
み

さんと優
ゆ う

和
わ

さん（右）
（小金在住）

高齢者部門
秋
あ き

池
い け

由
よ し

博
ひ ろ

さん
（82歳・八ケ崎在住）

優勝者を紹介します

88
ハチハチ

00
マルマル

22
ニイニイ

00
マルマル

80歳になっても
20本以上の歯を保とう

優勝者を紹介します高齢者
・親と子

の

高齢者
・親と子

のよい歯のコンクール
よい歯のコンクール

市ホームページ

日程 会場 申込期限
  8/10㈮ 明市民センター   8/  6㈪
  9/11㈫ 東部スポーツパーク   9/  4㈫
10/10㈬ 総合福祉会館 10/  4㈭

11/  1㈭ 六実市民センター別館 10/26㈮
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●広報まつど　2018年（平成 30年）8月1日

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



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

口の健康から体の健康へ
～歯科健康診査～
期間平成31年3月31日まで　内容口

こう

腔
くう

内
診査および相談　対象成人=市内に住民
登録がある、平成31年3月31日時点で20
歳以上の人　妊婦=市内に住民登録があ
る、妊娠中かつ受診券を持つ人　※どちら
も現在治療中の人は対象外。
持ち物成人=身分証明書　
妊婦=受診券　費用無料
 直接電話で委託医療機関へ
問中央保健福祉センター☎366－7489

健康教室①実践糖尿病食事療法
②メタボになったら考えること③
楽に続けて脱メタボ④お薬の疑問
にお答えします
8月①6日㈪②22日㈬③27日㈪④9月3日
㈪各14時～15時（13時45分開場）　会場
総合医療センター2階会議室　講師同セン
ター①管理栄養士②内科医師③保健師④
薬剤師　費用無料
問同センター栄養管理室☎712－2511
  （内線1091）

愛の献血
9月2日㈰10時～11時45分、13時～16
時　会場ダイエー新松戸店前　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

認知症カフェ「カフェ・ド
ど っ こ い し ょ

・来居所」
　認知症ではない人もぜひお越しください。
日時8月25日㈯14時～16時　会場シニア
交流センター　費用100円
問馬橋西高齢者いきいき安心センター
　☎711－9430

健康づくりグラウンド・ゴルフ大会
参加者募集 要申込
9月29日㈯8時30分～14時〔荒天の場合
は9月30日㈰に延期〕　会場運動公園陸上
競技場　対象市内在住の20歳以上　定員
350人（抽選）　費用無料

8月17日㈮〔必着〕までに、往復はがきに
氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・代
表者の返信用宛名を記入して、〒271－
0072松戸市竹ケ花74の3　健康推進課内

「グラウンド・ゴルフ大会」係（☎ 366－
7484）へ　※往復はがき1枚につき4人ま
で可。 重複申し込みは不可。8月23日㈭

（抽選日）以降はメンバー変更不可。

※子ども運賃は半額。
※運賃は前払い。
※往路は乗車のみ、復路
　は降車のみの運行。
問ちばレインボーバス

㈱ ☎ 0 4 7 6 － 4 6 －
0022

白井聖地公園行き（往路）
停留所 五香駅西口 旧六高台病院 六実駅入口

運賃 現金 620円 540円 490円ICカード 618円 536円

時刻

  8時 00　30 05　35 10　40
10時 50 55
11時 20 25 00　30
13時 40 45 50

五香駅西口行き（復路）
停留所 白井聖地公園
運賃 往路区間と同額

10時 00　30
12時 50
13時 20
15時 40

運行日8月11日㈷・12日㈰・13日㈪
所要時間片道約40分

季節バスを運行します

在宅当番医9時～17時　待機病院17時～翌朝9時（土・日曜、祝日は9時～翌朝9時）
※受診前に医療機関に電話をしてください。また、保険証などを忘れずに持参してください。

お盆期間中（8月11日～16日）の
急病救急医療・在宅当番医・待機病院

診療日時 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

8/11
㈷

在宅当番医

内科・小児科 高塚団地診療所 高塚新田123の5 392－6751

内科 門野診療所 常盤平1の14の1
長谷川レジデンス1階 384－9639

整形外科 上野整形外科 松戸2268の1 308－3338
18時～23時 小児科 夜間小児急病センター 千駄堀993の1 712－2513
20時～23時 歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ケ花45の53 365－3430

待機病院 内科・小児科系 新松戸中央総合病院 新松戸1の380 345－1111
外科系 東葛クリニック病院 樋野口865の2 364－5121

8/12
㈰

在宅当番医
内科 松戸ニッセイ聖隷クリニック 高塚新田123の1 330－8298
内科 くぼたクリニック松戸五香 常盤平5の17の10 710－7411
整形外科 八柱みどりの整形外科 日暮1の17の1 312－8877

18時～23時 小児科 夜間小児急病センター 千駄堀993の1 712－2513
20時～23時 歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ケ花45の53 365－3430

待機病院 内科系 新東京病院 和名ケ谷1271 711－8700
小児科・外科系 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111

8/13
㈪

在宅当番医 歯科 湯浅歯科医院 根本9の7 363－6480
18時～23時 小児科 夜間小児急病センター 千駄堀993の1 712－2513
20時～23時 歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ケ花45の53 365－3430

待機病院 内科・小児科系 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111
外科系 新松戸中央総合病院 新松戸1の380 345－1111

8/14
㈫

在宅当番医 歯科 藤田歯科医院 西馬橋2の19の1 347－9723
18時～23時 小児科 夜間小児急病センター 千駄堀993の1 712－2513
20時～23時 歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ケ花45の53 365－3430

待機病院 内科・小児科系 新松戸中央総合病院 新松戸1の380 345－1111
外科系 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111

8/15
㈬

在宅当番医 歯科 白石歯科医院 八ケ崎7の45の3
グリーンヒル八ケ崎104 343－5711

18時～23時 小児科 夜間小児急病センター 千駄堀993の1 712－2513
20時～23時 歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ケ花45の53 365－3430

待機病院 内科・小児科系 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111
外科系 新東京病院 和名ケ谷1271 711－8700

8/16
㈭

在宅当番医 歯科 八ケ崎斉藤歯科医院 八ケ崎5の25の14 342－5143
18時～23時 小児科 夜間小児急病センター 千駄堀993の1 712－2513
20時～23時 歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ケ花45の53 365－3430

待機病院
内科系 新東京病院 和名ケ谷1271 711－8700
小児科 総合医療センター 千駄堀993の1 712－2511
外科系 五香病院 五香8の40の1 311－5550

まつど健康マイレージ付与 …

問地域医療課
　☎366－7771

白井聖地公園行き

集団乳がん検診①エコー（超音波）②マンモグラ
フィ（レントゲン）要申込
実施時期10月～平成31年2月（小金保健福祉センターは土曜も
実施）　対象下表に該当する、市内に住民登録がある女性

会場常盤平・小金各保健福祉センター、新松戸市民センター（②
は東部スポーツパーク、六実市民センター別館、常盤平・小金
原各市民センター、総合福祉会館でも実施）　持ち物共通受診券

（水色）または特定健康診査等受診券（水色）　※同受診券がな
い場合は健康推進課にお問い合わせください。　費用400円（以
下のいずれかに該当する人は無料◉75歳以上◉後期高齢者医
療被保険者証を持つ◉生活保護世帯◉市民税非課税世帯）
※次のいずれかに該当する40歳以上の人は②は受診できませ
んが、①を受診できます。申し込みの際、該当事項を記入してく
ださい。A妊娠中または妊娠の可能性があるB出産後1年以内
Cシリコン等使用の豊胸術を受けたD胸部に医療精密機器を挿
入している

8月31日㈮までに、以下の方法で◦健康推進課に電話◦市役
所・各支所の市民健康相談室に直接（土・日曜を除く）◦市ホーム
ページ◦はがき（封書可・消印有効）に郵便番号・住所・氏名・生
年月日・年齢・電話番号・登録番号（受診券に記載の8桁以内の
番号）・検査名（上記のA～Dに該当する人は該当項目を記入）・
希望会場・小金保健福祉センターで土曜の受診を希望する場
合はその旨・①は検査中のお子さんの見守り希望
の有無を記入して、〒271－0072松戸市竹ケ花
74の3　健康推進課「集団乳がん検診」担当へ
問健康推進課☎366－7487

広報まつど「まつど健康マイレージ特集
号（7月10日発行）」のおわびと訂正
　5面「市の健診・がん検診、歯科健診が受診でき
る医療機関」の一覧に誤りがありました。おわびし
て訂正します。
正：半田歯科医院、藤井歯科医院
誤：半田歯科医院藤井歯科医院
問健康推進課☎366－7486

委託医療機関

市ホームページ

検査方法 対象年齢（平成31年3月31日時点)
①エコー 35歳～39歳、41・43・45・47・49歳
②マンモグラフィ 40・42・44・46・48歳、50歳以上
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夏休み自由研究応援企画

　放課後や学校の長期休みに、自由に過ごせる場所です。読書や自習、お
しゃべりなど、一人でも友達と一緒でも利用できます。
日時毎週①金曜17時～20時30分②土・日曜10時～17時30分　
会場①青少年会館1階ロビー他②文化ホール講座室　
費用無料　※申し込み不要。イベント等で使用できない日もあります。

中学生・高校生の自由
 な居場所がオープン！

募集農園名 所在地 使用料
（1区画、1年）

募集
区画数 農園主 電話番号

スダカ市民農園 六実1の61 9,000円 2 駿
す

高
だか 710－4203

かわい市民農園 六実1の15の2 9,000円 5 川井 387－4346
たかはし市民農園 六実1の54の6 9,000円 5 高橋 387－7037
げんき農園 根木内361 10,000円 10 梅澤 341－0222
きうち市民農園 金ケ作290の3 9,000円 10 木内 387－6568
おおかわ市民農園 八ケ崎5の27の3 12,000円 15 大川 341－5504
かわかみ市民農園 和名ケ谷695 9,000円 8 川上 391－0647
ゆあさ市民農園 紙敷1185の4 9,000円 1 湯浅 391－2081
サン市民農園 旭町3の850の1 9,450円 12 恩田 341－1973
さかい市民農園 幸谷594の1他 12,000円 10 酒井 347－7115
とびさわ市民農園 高塚新田394の1 9,000円 20 飛

とび

澤
さわ 391－0468

源
げん

七
しち

市民農園 大橋100他 9,000円 10 髙橋 391－2754
まつひだい市民農園 紙敷1の2の1他 9,000円 2 湯浅 387－0127
ほうきや市民農園 樋野口484他 12,000円 15 堀切 362－5560

東
ひがし

里
さと

市民農園 串崎新田195の2他 9,000円 15 小川 047－404
－2941

ベルウッド市民農園 松戸新田332の7 10,000円 15 鈴木 368－1441
とのうち市民農園 中金杉1の159他 12,000円 28 鈴木 343－8822

問みどりと花の課☎366－7378利用期間契約日から2年間（継続可）
1区画面積15㎡　対象市内在住・在勤の世帯（1世帯2区画まで）

電話で各農園主へ　※空き区画がなくなり次第終了。

　松戸宿坂川献灯まつりは、とうもろこし市をは
じめとする江戸時代からの伝統を残しながら、美
しさを取り戻した坂川の環境と融
合した、次世代に継承する「古く
て新しいまつり」です。
※催し物等の詳細は、同まつり
ホームページをご覧ください。

　8月9日㈭・10日㈮の2日間、浴衣を
着て戸定歴史館へ来館し、「松戸宿坂川
献灯まつり」のちらしを窓口で提示した
人は、入館料が無料になります。
問戸定歴史館☎362－2050

　竹あんどんを松龍寺境内に並べて光の空間を演出します。
日時8月9日㈭・10日㈮各18時～21時〔雨天中止 〕　
会場松龍寺　費用無料
問戸定歴史館☎362－2050

松戸宿坂川献
け ん

灯
と う

まつり ゆかた d
で

e 戸
と

定
じょう

「四
し

萬
ま ん

六
ろ く

千
せん

日
に ち

献
け ん

灯
と う

」とのコラボレーション

8月9日㈭・10日㈮ 各15時～21時〔荒天中止〕
会場 旧松戸宿坂川沿道一帯（松戸神社～松

しょう

龍
りゅう

寺
じ

周辺）

問同まつり実行委員会☎362－5356

「旧徳川昭武庭園」の謎を探せ！要申込
　明治時代の姿に復元した同庭園の謎・秘密に迫ります。
日時8月8日㈬9時30分戸定邸玄関前集合、10時30分解散〔小雨決行〕
対象小学5年～中学3年生（保護者同伴可）　定員先着30人　費用無料

（保護者は要入館料）
電話で戸定歴史館☎362－2050へ

松戸の歴史を肌で実感！
復元した旧徳川昭武庭園と千葉大学園芸学部
庭園散策 要申込
　戸定歴史館館長と松戸シティガイドと一緒に戸定邸や各庭園を見学。
ランチは千葉大学園芸学部の学食で、カレーとサラダをいただきます。
日時8月24日㈮9時戸定邸玄関前集合、12時30分解散　対象市内在
学の中学生　定員先着40人　持ち物帽子、運動靴、飲み物　費用345
円（昼食代）　

8月9日㈭までに、電話で松戸探検ひみつ堂〔（一社）松戸市観光協会 〕
☎727－7825へ

わくわく！夏休み子ども赤十字体験 要申込
　非常食作りや車椅子体験に加え、義肢装具
士による足の型取り体験もできます。
日時8月23日㈭9時45分～15時　会場市民会
館　対象小学4年～中学1年生（保護者同伴可）
定員先着30人　持ち物飲み物　費用無料　

電話で地域福祉課☎366－3019へ　

夏休み子どもイベント

問子どもわかもの課☎366－7464

キッズ＆ジュニアアワー「南
な ん

斗
と

六
ろ く

星
せ い

のおはなし」
　星と星座にまつわる、子ども向けのやさしい話です。
開始時刻13時30分、14時30分（各回20分）　

一般投影「火星大接近！」
　この夏、15年ぶりに地球に大接近する火星を特集。
開始時刻10時30分（文字解説付き）、15時30分 （各回40分）　※水・木曜は
15時30分のみ

共通 投影日8月30日㈭までの水・木・土・日曜および祝日　定員各回先着80人
費用50円（中学生以下と65歳以上は無料）

投影開始30分前から同館2階（☎368－1237）で受け付け

市民会館プラネタリウム室
NAOKO  SPACE  PLANETARIUM

プラネタリウム8月の番組

を募集要申込市民農園利用者

8月26日㈰ 10時～11時45分　会場21世紀の森と広場、森の
こども館　内容森のこども館を知ろう、じゃぶじゃぶ池で思い切
り水遊び・泥遊び、パパ交流会　対象おおむね3歳～未就学児と
父親（家族の参加も可）　定員先着10組　持ち物飲み
物、タオル、汚れてもよい服装　費用無料
 電話・FAXまたは申し込みフォームに住所・氏名

（ふりがな）・年齢・電話番号を記入して、男女共同参
画課☎364－8778、 364－7888へ

～親子のつながりや父親のあり
方に気づくきっかけを～要申込

パパが主役！

親子遊びと交流会
　in21世紀の森と広場

松戸宿坂川献灯まつり 検索

松戸シティガイド夏休み特別企画

同まつり
ホームページ

申し込みフォーム
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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 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・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月 9:00～12:00
第3・4月
第1・3・4火
第1～4木

13:00～17:00

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・2・4・5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

日時 会場（駐車場はありません）

8/17㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
8/21㈫11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・システム（野菊野こども園内）
8/22㈬10:30～11:00 E-こどもの森　ほっとるーむ新松戸
8/23㈭10:30～11:00 矢切公民館
8/24㈮11:20～11:50 根木内こども館
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

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～

8月2日㈭・3日㈮・7日㈫・9日㈭・14日㈫・17日㈮・21日㈫・23日㈭・24
日㈮・28日㈫・30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　

小さい子のためのおはなし会

時間15時30分～16時　対象幼児～小学生と保護者

日程 会場
8/10㈮ 明市民センター
8/15㈬ 東部スポーツパーク
8/17㈮ 五香市民センター
8/21㈫ 小金原市民センター
8/23㈭ 和名ケ谷スポーツセンター（分館内）
8/24㈮ 新松戸市民センター
8/28㈫ 小金市民センター（分館内）

市民センターおはなし会

共 通  費用無料　  同センター☎331－0077

子ども読書推進センターからのお知らせ子ども読書推進センターからのお知らせ

児童扶養手当の年度更新は、8月31日㈮まで
　7月下旬に「児童扶養手当現況届」を対象者に発送しています。また、
受給から5年等が経過した受給者には6月下旬に「一部支給停止適用除
外事由届出書」を発送していますので、併せて提出してください。　
※提出が遅れると手当が減額となります。

松戸市ひとり親家庭等医療費等
助成受給資格の継続登録申請は、
8月31日㈮まで
　7月下旬に「松戸市ひとり親家庭等医療費
等助成受給資格継続登録申請書」を対象者に
発送しています。提出がないと、受給資格が
失われます。　※提出期限を過ぎた場合は、
申請をした翌月1日からの適用となります。

　期間中、就労・児童の修学資金等の貸付・ひとり親家庭向けの生
活全般等の相談ができる「相談コーナー」を設けています。
会場市役所本館2階大会議室

児童扶養手当・遺児手当8月期分（4月～7月分）を支給します
共通 支給日8月10日㈮　※金融機関により振り込み時間が異なります。

子育て支援課からのお知らせ 問同課☎366－7347（セミナーについて）、同課児童給付担当室☎366－3127
　（児童扶養手当、遺児手当、ひとり親家庭等医療費等助成について）

シングルマザー・シングルファーザーのための
教育費・ライフプランセミナー 要申込

●遺児手当
支給額（児童1人につき）
片親と死別=月額5,500円、
両親と死別=月額10,500円

※児童扶養手当・遺児手当と
もに8月・12月・4月の年3回
支給。

児童数 全部支給
（月額） 一部支給（月額）

1人 42,500円 42,490円～10,030円

2人 52,540円（42,490円～10,030円）＋最大10,030円

3人以上 52,540円＋1人につき最大6,020円を加算

●児童扶養手当

8月31日㈮までに、NPOしん
ぐるまざあず・ふぉーらむ（☎03
－3263－1519）ホー
ムページの申し込み
フォームで
※一時保育あり（1歳～
6歳、300円、要申込）。

9月9日㈰13時30分～16時　会場ゆうまつど　内容子どもの
教育費やライフプランを考え、将来の家計の見通しを立てる
講師キャリアコンサルタント・丸山裕代氏　対象ひとり親また
はひとり親家庭の支援者等　定員先着60人　費用無料

申し込み
フォーム
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◆笹田ピアノ教室発表会
8/11㈷16:30
笹田☎364－1424

◆高校生英語スピーチコンテスト
8/18㈯13:00
文化観光国際課☎366－7327

◆フリーコンサートin松戸2018
8/25㈯12:30
永松☎342－3825

◆都瑠歌謡祭
8/26㈰10:00
妻野☎386－0159

◆松戸童謡の会　童謡を歌う（月
例会）★
8/29㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2018
10/14㈰18:00
会場大ホール　費用全席指定S
席8,600円 A席6,700円　※未
就学児入場不可（発売中）

●健康体操教室（ストレッチ・リズム体操）
8/3㈮・24㈮各14時～15時30分 青

少年会館 60歳以上の女性 各先着5
人 各500円 電話でさわやか体操クラ
ブ・関戸☎344－0376へ
◆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（☎383－5551）でも受け付け ふれ
あい22 こころの病を抱える人とその家
族 NPO土曜会☎090－5215－0496
◆高さ30m～40m飛ぶスカイ竹とんぼ
を作ろう
8/4㈯13時～15時 まつど市民活動

サポートセンター 先着20人 500円
電話でスーパー竹とんぼの会・鎌

かま

形
がた

☎
364－5084へ
◆伝統文化こども生け花教室
①8/4㈯②8/25㈯各14時～15時 稔

台市民センター ①生け花②ハーバリウ
ム作り 幼児～高校生（保護者同伴可）
各2,000円 電話で華道育成会・藤平

☎090－2909－6159へ
●健康体操教室（ストレッチ・リズム体操）
8/6㈪・20㈪各9時20分～10時50分
小金原体育館 20歳以上の女性 各

500円 電話で健康体操ひまわり・斉藤
☎341－0025へ
◆健康麻雀
①8/6㈪・20㈪・27㈪②㈭③㈯と8/8

～29の㈬各12時10分～17時15分 ①
松飛台市民センター②もとやま会館（新京
成五香駅下車）③六実市民センター 1日
1,000円 電話でNPOメーク・小金谷☎
090－6187－5060へ
●24式太極拳体験会
①8/6㈪・20㈪・27㈪各14時～16時②

8/15～29の㈬13時～15時 ①稔台②
明各市民センター 電話で健身まほろば
太極拳・芦沢☎080－2010－1170へ
●やさしい囲碁（入門～上級）〔全4回〕
8月の㈫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 電話で同支部入門サーク

ル・岩島☎388－3022へ
◆税理士税務無料相談会
8/9㈭、9/13㈭・27㈭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
◆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 2時間500円 電話でぱそ

こん119☎090－4428－8931へ
●福音ハーモニカの吹き方無料講習会
8/12㈰10時30分～12時30分 市民

会館 初心者 ハーモニカ 松戸ハーモ
ニカ・アミーゴ・萩野☎364－9805

地域パートナー養成講座「あなたの
介護は誰がする？」
①8/14㈫②9/11㈫各13時～15時

①明市民センター②八ケ崎市民センター
各先着20人 各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
◆旧約聖書「出エジプト記」のモーセと
「主」との出会い
8/14㈫13時30分～16時30分 市民

会館 先着30人 1,000円 電話で歴
史学講座「創世」・小嶋☎090－1261－
7366へ
◆黄色いハンカチ　納涼祭
8/14㈫17時～19時〔小雨決行〕 交

流サロン黄色いハンカチ（JR北小金駅下
車） 先着50人 1,000円 8/9㈭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☎710－5519（平
日10時～16時）へ
●夏休み子ども環境講座「ケナフのせん
いで紙すき体験」
8/15㈬10時～12時 馬橋市民セン

ター 小学生 先着20人 筆記用具、
飲み物 電話でアースコン・マツド・竹林
☎344－8152へ
◆藍の生葉染体験
8/19 ㈰10時～12時、13時～15時
21世紀の森と広場森の工芸館 各先

着10人 各1,000円（別途材料費=絹ハ
ンカチ500円・絹アームカバー1,000円・
絹ストール1,500円） 汚れてもよい服
装、ビニール手袋 FAXで千葉県森林イ
ンストラクター会・井形 043－486－
5768へ
●スクエアダンス初心者講習会
8/23㈭・30㈭各14時30分～16時30

分 稔台市民センター 稔台スクエアダ
ンスサークルⅰ

アイ

・石井☎364－4739
●一輪車演技発表会
8/25㈯13時から 市民会館 松戸一

輪車クラブM
ミ ッ ク

IC mic-unicycle@grupo.
jp
◆講演会「ひきこもりの理解と支援」
8/25㈯13時～16時 稔台市民セン

ター 聖徳大学短期大学部保育科准教
授・檜

ひ

垣
がき

昌
まさ

也
や

氏 市内在住・在勤 先着
100人 300円 8/17㈮までに、電話
でほっとねっと☎309－7677へ
◆江戸川土手で虫とコウモリと星を観察
しよう
8/25㈯16時30分～19時30分 江戸

川河川敷 先着30人 200円 電話で
東葛しぜん観察会・草野☎344－8148へ
◆夏のいけばな講座
8/28㈫13時30分～15時 ゆうまつ

ど 2,160円 電話でいけばなサーク
ル・上

かん

林
ばやし

☎03－6262－1507へ

◆ファイナンシャルプランナーの「ちょっ
とお得な暮らしとお金のセミナー＆個別
相談会」
9/1㈯①9時30分②11時③13時 市

民劇場 ①多死社会の到来で変わること
②認知症の予防・対策③高齢者対策一
辺倒の日本 各先着25人 各500円
（1,000円で複数受講可） 電話で松戸生
活やくだちたい・ 川端☎047－412－
5204へ
●ハワイアンカーニバル～生演奏とフラ
ハラウの競演～
9/2㈰13時～16時 市民会館 2,000

円（前売り1,500円） マハロ・クラブ・
神崎☎04－7175－1770
●硬式テニス教室①～③初心者④初心者
シニア
①9月～11月の㈪、10月～12月の②

③㈯④㈫ ①③④栗ケ沢②中央各公園
庭球場 ①～③中学生以上④50歳以上
先着①～③各60人④30人 ①②④各

10,000円③9,000円 8/15㈬までに、
松戸市テニス協会ホームページで 同協
会☎341－1133〔㈫㈭㈯12時30分～16
時30分〕
●シルバーショートテニス教室
9/3㈪・10㈪、10/1㈪・15㈪各13時

30分～14時50分 運動公園体育館
各先着20人 1回500円 電話で松戸シ
ルバーテニス連盟・藤井☎366－3600へ
◆成年後見無料相談会
9/5㈬13時～16時 勤労会館 当日

会場で （一社）コスモス成年後見サポー
トセンター千葉県支部・イサニ☎701－
7701
●トーンチャイム短期講座〔全7回〕
9/6㈭・20㈭、10/4㈭・18㈭、11/8

㈭・22㈭、12/6㈭各14時～15時30分
新松戸福音自由教会（JR新松戸駅下車）
クリスマス曲の演奏 5,000円 電話

でS
ス マ イ ル

MILE・藤田☎090－2903－5791へ
●松戸市家庭婦人テニス協会クラス別ダ
ブルス大会（SA・A・B・Cクラス）
9/7㈮・12㈬〔予備日10/3㈬〕各9時

～17時 栗ケ沢公園庭球場 同協会
会員および市内在住・在勤・在クラブの
人 1人1,500円（会員は1,000円）
8/17㈮までに、Eメールで同協会
m2d_kateifujin@yahoo.co.jpへ
◆モンテッソーリ 子育て講座
9/10㈪10時30分～11時30分 金ケ

作自治会館 先着10人（託児あり）
1,000円 電話でままぷりも・伊藤☎
090－2378－3679へ

◆①柳
やなぎ

家
や

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
しゅん

風
ぷう

亭
てい

一
いち

之
の

輔
すけ

　三人会★②柳
やなぎ

家
や

小
こ

三
さん

治
じ

独演会★
①8/11㈷②8/18㈯各13:30
夢空間☎03－5785－0380

（平日10時～18時）
◆松戸一輪車クラブM

ミ ッ ク

IC演技発
表会
8/25㈯13:00
同クラブ・森山☎090－3195

－4670
◆わんつぅすてっぷダンス発表会
8/26㈰17:45　
わんつぅすてっぷ・甲斐☎090

－9296－3920

◆髙橋真梨子 Mariko
Takahashi Concert 2018
K
カ タ ル シ ス

atharsis　★
8/25㈯18:00
ホワイトページ☎03－5570

－2803

◆初めての①パワーヨガ②フラ
①8/15㈬9:30～10:30②8/3
㈮・17㈮・24㈮各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
①8/6㈪・20㈪各13:30～14:30
②8/4㈯・18㈯・25㈯各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初めてのフラ
①8/6～20の㈪15:10～16:00②
8月の火曜11:00～12:00　会場
柿ノ木台公園体育館　対象18歳
以上　定員各先着30人　費用
1回500円　 同体育館☎331－
1131
●グラウンド・ゴルフ教室
8/12㈰ 9 :00～12:00　会場
東漸寺本堂裏広場（駐車場使用
不可）　定員先着50人　 堀☎
344－1735

●MBC松戸ベアーズスポーツ少年団
（ミニバスケットボール）
㈫18時～20時、㈮17時～21時、㈯

8時～13時、㈰14時～18時 柿ノ木台
小学校 小学生 月1,500円～2,000
円 1,500円 山本☎361－4110
●楊

よう

名
めい

時
じ

太極拳柿の木台教室
㈮9時～11時 柿ノ木台公園体育館
月3,000円 石和田☎331－2841

●松戸陳式太極拳道
どう

友
ゆう

会
かい

㈫19時～21時 運動公園武道館
月3,000円 2,500円 福

ふく

良
ら

☎090－
5215－0496
●常盤平剣友会（剣道）
㈪㈭19時～21時 常盤平中学校

小学生以上 月2,500円～4,500円
1,000円 八木☎090－9003－2094
●リズミックカンフー八ケ崎クラブ
㈬10時15分～11時45分 八ケ崎

市民センター 40歳～75歳 先着5
人 月3,800円 2,000円 成嶋☎
341－6663
●常盤平トキワクラブ（ストレッチ・リズ
ム運動）
㈬9時30分～11時 常盤平体育館
60歳以上 月1,500円 1,000円
南沢☎385－4001

●松
しょう

鳳
ほう

会
かい

（詩吟）
第1～3①㈬18時～20時②㈮13時～

15時 常盤平市民センター 月2,000
円 長谷川☎090－3046－4991
◆ピアニー歌う会
第2・4㈬10時15分～12時 アリ

エッタホール（松戸駅下車） 月2,500
円 1,000円 稲垣☎090－9019－
0908
◆常盤平英会話サークル「けやき」
㈬10時～11時 常盤平市民センタ

ー 月3,800円 林☎090－4752－
7014
◆ブラックパンサーズミニバスケットボ
ールクラブ
①㈯②㈰各13時～17時 ①寒風台

②六実第二各小学校 月1,500円 江
口☎090－1854－4569
◆社交ダンスパープル会
㈬15時～17時 ゆうまつど 1回

500円 浮
うき

ヶ
が

谷
や

☎362－9463
◆小金いい友体操笑

しょう

美
び

会
かい

月3回㈭14時～16時 小金北市民
センター 月3,000円 今井☎343－
6709
◆ロゼラニフラサークル
㈭13時～16時   松飛台市民センタ 

ー    月2,000円 　戸高☎387－3867

※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

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。

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。 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/

森のホール21 今月の催し物
☎384－5050   ★は有料

休館日…月曜（祝日の場合は開館し、
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。

7

●広報まつど　2018年（平成 30年）8月1日

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）  ※記載がないものは無料　 …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）
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　市内の梨園で、甘くてみずみずしい梨が実りました。
梨園によりさまざまな種類の梨があるので、各園の梨の
食べ比べも楽しめます。
　「幸

こ う

水
す い

」「豊
ほ う

水
す い

」の後から収穫される品種には、上品な
香りと甘さが売りの「かおり」や新しい食感と甘さを兼ね
備えた「あきづき」、ひときわ大きく、酸味が少なく甘い

「新
に い

高
た か

」などもあります。ぜひお試しください。
開園期間10月上旬まで　標準価格1㎏ 当たり650円　
入園料無料　
問松戸市観光梨園組合連合会事務局〔（一社）松戸市観
　光協会内）〕☎703－1100

　全国大会に出場するなど、市内小・
中学校の吹奏楽部・管弦楽部の子ども
たちの活躍は市の魅力の一つとなって
います。子どもたちの笑顔のために、
皆さんの温かいご支援をお願いしま
す。　※寄附受け入れの際は、市内楽
器店の協力により鑑定を行い、使用の
可否を判断します。　※詳
細は、市教育委員会ホー
ムページをご覧ください。
募集期間10月31日㈬まで

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、市はド
ミニカ共和国とルーマニアのホストタウンに登録されています。
　ドミニカ共和国とルーマニアの文化や言語等を紹介します。

スペイン語　¡ M
ム チ ョ

ucho g
グ ス ト

usto  !
※ドミニカ共和国の公用語は、スペイン語です。

ルーマニア語　M
マ

ǎ b
ブ ク

ucur s
セ

ǎ t
テ

e c
ク ノ ス ク

unosc

松戸市内観光梨園がオープン！

市内小・中学校の吹奏楽部・管弦楽部を応援しよう！

ドミニカ共和国×松戸市×ルーマニア

眠っている楽器大募集

ホストタウン通信

梨園のクーポン券付きパンフレッ
トは、松戸観光案内所、文化観光国
際課、各支所、とうかつ中央農業協
同組合各支店で配布しています

募集する楽器（ハードケース付き）
木管楽器 ピッコロ、フルート、クラリネット、
バスクラリネット、ソプラノサックス、
アルトサックス、テナーサックス、
バリトンサックス、オーボエ、ファゴット
金管楽器 トランペット、コルネット、
フリューゲルホルン、トロンボーン、
バストロンボーン、ホルン、アルトホルン、
バリトン、ユーフォニアム、チューバ
弦楽器（フルサイズおよび弓とセットのもの）

バイオリン、ビオラ、
チェロ、コントラバス

問	教育財務課☎366－7460

気候
ドミニカ共和国
　年間平均気温は中央山
間部が18.3℃、都心部が
26℃と標高によって異な
ります。12月～4月は晴天
が多く、コバルトブルーの
美しい海が魅力的です。

ルーマニア
　北海道と同じ緯度にあ
るので、日本と同じく四季
があります。秋は紅葉が美
しく、冬はスキーが楽しめ
ます。

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081、
   （公財）松戸市国際交流協会☎366－7310

ワンポイント会話 「はじめまして」 8月4日㈯19時15分～20時20分
〔荒天の場合は8月5日㈰に順延〕
会場江戸川河川敷（上葛飾橋から葛飾橋まで）

当日の開催案内☎0180－99－1480
問	松戸花火大会実行委員会事務局
 （文化観光国際課内）☎366－7327　

松戸花火大会イン2018 有料ステージ席
1席5,000円

（イス・指定席）
  大好評発売中！

松戸花火大会
公式ホームページ

　シンポジウムに参加して河川環境について考えてみませんか。
日時8月4日㈯13時30分～16時50分（13時開場）　会場市民劇場　内容基調講演「坂川・
江戸川の昔・未来」、取り組みの発表（新松戸西小学校、小金中学校、県立国府台高校、利
根川－江戸川流域ネットワーク他）、紙芝居「いのちのいのち」、
意見交換　定員先着330人　費用無料
問河川清流課☎366－7359

～坂川・江戸川の歩みと未
こ れ か ら

来～江戸川流域シンポジウム25

メイビーモエ

亜咲花 RAB MICHI

「アニソンLIVEステージ＠松戸」
花火会場で17時30分スタート！！

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（本人のみ）、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28年8月生
元気一杯でアンパンマンが大好
き。こどもの日は21世紀の森で太
鼓を叩

たた

いたり、水辺で遊んだよ！

平成29年2月生
食いしん坊で何でも口に入れてしまう
ヒヤヒヤの毎日！！やっと歩けるように
なったからいっぱいお出かけしようね！

平成28年6月生
元気いっぱいツインガールズ！最近
お互いを「あいたん」「ゆう」と呼び合
うようになってとっても可

か わ い

愛いね！

健け
ん

吾ご

ち
ゃ
ん

瑛え
い

翔と

ち
ゃ
ん

ゆうりちゃん（左）・

あいりちゃん

市教育委員会
ホームページ

　7月の豪雨により、西日本を中心に甚大な被害が発
生しました。亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し
上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い
申し上げます。被災地の一日も早い復旧に役立ててい
ただくため、市では義援金を受け付けています。皆さ
んのご支援をお願いいたします。
　2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催ま
で2年を切りました。
　レスリング女子50キロ級でオリンピック出場を目指す
六実出身の須

す

﨑
さ き

優
ゆ

衣
い

さんが、10月にハンガリーで行わ
れる世界選手権の出場権を獲得しました。代表決定プ
レーオフでは、残り時間30秒からの大逆転勝利でした。
世界選手権での連覇を期待しています。がんばれ！！
　先日、聖火リレーで全国を巡る各県の順番と日程が
決定しました。これから県内のルートが決定されること
になります。前回（1964年）は松戸市内を聖火が通る
ことはありませんでしたが、今回はぜひとも松戸市に
聖火が通るよう誘致活動に取り組んでいます。
　松戸市は東京オリンピック・パラリンピックに参加す
るドミニカ共和国およびルーマニアの「ホストタウン」と
して、両国とスポーツや文化、農業を通じて交流を深
めています。6月に松戸市の関係者がドミニカ共和国
を訪問し、今年1月に植樹した梨の苗木の生育状況を
確認したところ、順調に生育していました。松戸の梨が
現地で実ることが期待できそうです。
　また、今回の訪問によりドミニカ共和国オリンピック
委員会と同国各競技団体の代表が、東京オリンピック・
パラリンピックの事前キャンプ地の視察のため松戸を
来訪することとなりました。運動公園等の施設見学の
他、梨狩り体験や市民の皆さんとの交流会を企画して
います。
　今後は両国の方々との交流の機会が増えてくると思
います。そこで、広報まつど8月1日号からドミニカ共
和国およびルーマニアの文化や言語を紹介するコー
ナー「ホストタウン通信」を開始しました。両国の方々
を見かけた際には、心のこもった「おもてなし」をしてい
ただければと思います。

ホストタウン交流でおもてなし

人口と世帯（平成30年7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 490,442 人 〔 186 〕 男 243,669 人〔 109〕
世帯 225,681 世帯 〔 226 〕 女 246,773 人〔 77〕

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。

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

2018.8.1
（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）。

松戸市長   本
ほん

郷
ごう

谷
や

 健
けん

次
じ

087




