
選挙情報を知る

明るい選挙キャラクター
「選挙のめいすいくん」

　投票日当日に仕事やレジャーなどの予定があって投票に行けない人は、期日前投票をご利用ください。

期日前投票期間 11月12日㈪～17日㈯
※「期日前投票宣誓書」は、投票所整理券の裏面に印刷されている他、各期日前投票所にも備えてあります

（市ホームページでダウンロード可）。宣誓書をあらかじめ記入しておくと、スムーズに投票できます。

配布方法
◦ 11月15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・市民センター等の公
共施設に備え置きます

◦ 市ホームページにPDF版を掲載します

　投票日当日、投票に行けない人は期日前投票をご利用ください

投票日当日の
投票状況、開票速報、結果

選挙公報
～候補者の経歴、政見などを掲載～

選挙権 
得た日の喜び 
たいせつに

　投票所整理券が各世帯に届きます

　投票方法は自署式投票です

市議会議員
選挙の詳細は

市ホームページを
ご覧ください

投票できる人 市内転居した人 不在者投票制度 郵便等投票制度

　私たちの身近な政治の代表者を決める選挙です。
　また、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
市議会議員選挙です。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（7時～21時）は☎366－7222

県立松戸高校芸術科・関口実
み

緒
お

さんが描いた
作品を使用した啓発ポスター

投票時間7時～20時

11月18日㈰は
松戸市議会議員一般選挙

の投票日です

　投票日当日は、8時ごろからホームペー
ジで投・開票を速報でお知らせし、結果を
公表します。
※開票は、11月18日㈰21時15分から運
動公園体育館で行います。

※1 市役所本館2階へは、
車椅子用階段昇降機が利
用できます。
※2 ダイエー新松戸店で
は、11月 15日 ㈭・16日
㈮のみ10時から21時ま
で投票できます。

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（ピコティ西館） 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（王子神社内） 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階南側エスカレーター奥　※2

10:00～20:00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

　平成12年11月19日までに生まれ、平
成30年8月10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、松
戸市の選挙人名簿に登録されている人。
※他の市区町村へ転出した人は投票でき
ません。

　平成30年10月27日
以降に市内転居の届け
出をした人は、旧住所地
の投票所で投票するこ
とになります。

　出産や長期出張等により松戸市
を離れている人や、不在者投票がで
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。　※詳細は市選挙管理委員
会事務局にお問い合わせください。

パソコン・
スマートフォン版

モバイル版

　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、ご自身の記載部分をミシン目に沿って切り
離して、投票所までお持ちください。はがきを破損・紛失した場合や、まだ届い
ていない場合も、松戸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。

　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。
希望する場合は早めに手続きをお願いします。

　投票したい候補者の氏名を投票用紙に記入して、
投票箱に投

と う

函
か ん

してください。
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●災害に備えて！松戸市総合防災訓練
●11月9日～15日は秋の火災予防運動
●保育所（園）等利用案内
●MATSUDO WONDER ! 2018
●卸売市場を身近に！南部市場祭



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

都市計画変更案の概要縦覧および公聴会
縦覧期間11/1㈭～15㈭各8時30分～17
時（平日のみ）縦覧場所①都市計画課②み
どりと花の課縦覧内容 ①都市計画道路3・
3・7号（幸谷区間）における道路・用途地
域・高度地区の変更②幸谷特別緑地保全
地区の変更 公聴会12/16㈰10時から
新松戸市民センター　※公述申出がない
場合は中止 公述の申出方法 11/15㈭〔消
印有効〕までに、公述申出書に意見の要
旨を添えて、直接または郵送で〒271－
8588松戸市役所①都市計画課（☎366
－7372）②みどりと花の課（☎366－
7378）へ

11/21㈬11時から防災行政無線を使っ
た全国一斉情報伝達訓練を行います
　災害時に、全国瞬時警報システム（J

ジェイ

-
A
ア ラ ー ト

LERT）を通じて送られてくる国からの
緊急情報を、防災行政無線で放送する訓
練です 危機管理課☎366－7309

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 1/11㈮ 縦覧場所
商工振興課 対象店舗マミーマート松戸新
田店 同課☎711－6377

松戸市青少年相談員募集
委嘱期間 H31/4/1から3年間 青少年
の健全育成の担い手として、子どもたち
とスポーツや野外活動をするボランティ
ア 応募要件 H31/4/1現在で20歳以上
55歳以下 11/15㈭までに、申込書（市
ホームページでダウンロード可）をFAXま
たはEメールで子どもわかもの課 366－
7473、 mckowaka@city.matsudo.
chiba.jp（☎366－7464）へ

11月の松戸競輪開催日程
本場開催11/14㈬～16㈮＝FⅠナイター
場外開催11/1㈭～4㈰＝防府記念（GⅢ）、
11/7㈬～9㈮＝青森（FⅠ）、11/10㈯～
13㈫＝取手記念（GⅢ）、11/14㈬～16㈮
＝豊橋（FⅠ）、11/20㈫～22㈭＝西武園（F
Ⅰ）、11/20㈫～25㈰＝小倉（競輪祭GⅠ
ナイター）、11/23㈷～25㈰＝川崎（FⅠ）、
11/29㈭～12/1㈯＝玉野（FⅠ） 公営競
技事務所☎362－2181

高齢者の元気づくりの通いの場「元気応
援くらぶ」運営グループ追加募集
住民主体でサロンや元気づくりの活

動を行う「通いの場」を立ち上げたい人
応募書類提出期限 11/22㈭　※詳細はお
問い合わせを 高齢者支援課地域包括
ケア推進担当室☎366－7343

市民税課短期アルバイト募集
採用期間 1/15㈫～3/29㈮ 勤務日 平日
週4日勤務時間 9時45分～16時 パソ
コン操作ができる事務経験者または学生
募集人数 10人程度時給 900円（別途交通
費支給） 履歴書（写真添付）を直接同課
へ　※提出時に面談あり（要事前連絡）
同課☎366－7322

おやこD
で

E広場、子育て支援センター、放
課後児童クラブ、小規模保育等の事業に
携わる「子育て支援員」研修受講生募集
基本研修2/5㈫～7㈭・12㈫～14㈭

各10時～16時15分専門研修①地域保育
コース（A一時預かり事業B小規模保育
事業）各2/19㈫～21㈭・27㈬・28㈭、
3/7㈭②地域子育て支援コース2/20㈬・  
21㈭・26㈫③放課後児童コース2/26㈫
～28㈭各13時～16時30分 聖徳大学
等 以下の全てに該当する人●市内在住
で全回参加できる●研修修了後、対象と
なる事業に従事することを希望する●松
戸市子育て支援人材バンク会員、ファミ
リー・サポート・センター提供会員として
登録できる 50人（書類選考） 2,000
円 11/30㈮までに、応募申込書（市
ホームページでダウンロード可）を直接ま
たは郵送、FAXで〒271－8588松戸市
役所  子育て支援課 365－1009（☎
366－7347）へ

総合医療センター臨時職員募集
職種①看護師（交替勤務を含む）②小児病
棟保育士③看護補助④医師事務作業補
助資格要件 ①正看護師②保育士③④不
問時給①1,800円～2,080円②1,200円
③1,100円④1,050円（各別途交通費支
給）　※詳細は同センターホームページ
で 同センター総務課☎712－2511（内
線2193）

平成31年度千葉県生涯大学校学生募集
健康、仲間づくり、社会参加に興味が

ある県内在住の60歳以上 募集期間 11/9
㈮～12/28㈮ 願書配布場所 同校各学園、
高齢者支援課、各支所　※願書の郵送を
希望する人はお問い合わせを 同校☎
043－266－4705

外国人日本語スピーチコンテスト出場者
募集
2/16㈯13時から 市民劇場テーマ自

由（時間は5分以内） 以下の全てに該当
する人●市内および近隣在住・在勤・在
学●本人・実父母ともに日本国籍を持た
ない●H31/1/31時点で在日期間が通
算5年未満の15歳以上●当コンテストで
入賞経験がない 1/10㈭〔必着〕まで
に、申込書（松戸市国際交流協会ホーム
ページでダウンロード可）とスピーチ原
稿を、直接または郵送・Eメールで〒271－
0073松戸市小根本7の8京葉ガスF松戸
第2ビル5階　（公財）松戸市国際交流協会
offi  ce@miea.or.jp（☎366－7310）へ

千葉県最低賃金が10月1日から時間額
27円引き上げ、895円に改正されました
千葉労働局労働基準部賃金室☎043－

221－2328

人権擁護委員が「女性の人権ホットライ
ン」を通じて、相談に応じます
11/12㈪～16㈮各8時30分～19時、

11/17㈯・18㈰ 各10時～17時 相談用
電話番号 0570－070－810

講座・講演・催し

食で育む松戸の未来！～食育を啓発する
パネル展示やレシピ提供～
11/1㈭～9㈮各8時30分～17時 市

役所1階連絡通路 健康福祉政策課☎
704－0055

さわやかヨガ教室
11/1㈭・22㈭・29㈭各10時～11時

東部市民センター 各800円 各先着30
人 電話で同センター☎391－3701へ

ペク先生の韓国語講座
11/5㈪・12㈪・26㈪、12/3㈪・10㈪・

24㉁各15時～16時 明市民センター
各先着15人 月2,000円 電話で同セ
ンター☎368－6700ヘ

松戸市制施行75周年記念「シニア交流セ
ンターまつり～絆～」
11/3㈷10時～14時 同センター（9

時20分以降、馬橋駅西口から臨時無料
送迎バスあり） 旭町小・中学校吹奏楽
部の演奏、焼きそば・野菜の販売他 同
センター☎343－0521

合唱・合奏で全国大会や関東大会等で優
秀な成績を収めた学校が演奏を披露
11/3㈷9時45分～11時30分 森の

ホール21大ホール出場予定校合唱の部東
松戸小、第一中、第四中、第六中、市立松
戸高　合奏の部小金小、第一中、第四中、
第六中、小金中、和名ケ谷中、小金南中、
市立松戸高　※満席の場合は入場制限あ
り 指導課☎366－7458

公共サイン（案内標示）について考え
るワークショップ
ポスター展示 ①11/5㈪～11㈰④11/
26㈪～12/2㈰　※時間未定②11/21㈬
10時～12時、11/22㈭・24㈯各12時～
13時　座談会 ①11/8㈭③11/29㈭各
17時30分～19時②11/23㈷16時30分
～18時　街歩き〔荒天中止〕 ①11/11
㈰③12/1㈯各13時～15時②11/25㈰
10時～12時 共通 ①松戸二丁目自治
会館②明市民センター③矢切公会堂（矢
切神社内）④まつど市民活動サポートセン
ター 街歩きのみ電話で都市計画課☎
366－7372へ

野鳥観察会（江戸川主水）
11/10㈯7時50分松戸駅東口デッキ上

集合、11時30分ごろ現地解散〔雨天時は
集合場所で開催可否を決定〕 筆記用具・
観察用具 100円（別途交通費） 当日
集合場所で （公財）松戸みどりと花の基
金☎710－2851

カフェ＆甲
か っ

冑
ちゅう

11/10㈯・11㈰各10時～15時 戸定
が丘歴史公園内松雲亭 徳川慶喜の甲
冑（レプリカ）の展示、兜

かぶと

の着用体験（子ど
ものみ） プリンス徳川カフェ（コーヒー）・
抹茶・ ぜんざい各1杯500円 各先着
100人 当日会場で 松戸手作り甲冑
愛好会・知

ち

久
く

☎080－5438－4039

　いつ発生するか分からない
大規模地震、大雨や土砂災害・
台風等による甚大な被害が予
想される場合、早めの対応が
必要です。災害時に地域住民・
学校・防災関係機関等が連携
して適切な行動をとれるよう
にするため、避難所運営訓練
を中心とした総合防災訓練を
行います。

  総合防災訓練（メーン会場）  会場第三中学校（駐車場は中和倉公園）
●避難所運営訓練
　避難所でプライバシーを保護でき
るパーティションの設営、仮設トイ
レの組み立て
●研修体験
　初期消火訓練、土のう積み訓練、防
災啓発、聴覚障がい者への情報伝達

●車両展示
　消防車両、給水車、特殊車両の展示等
●トリアージ訓練
　医療関係者が怪

け

我
が

の状態により診療や搬送の順
位付けをする訓練
●炊き出し訓練
　陸上自衛隊松戸駐屯地の自衛隊カレーを数量限
定で無料提供します

  市内全体で行う訓練 　
●避難所運営訓練
　災害時には、地域住民が協力して避難所を立ち上げ、運営できることが
重要です。そのため、避難所に見立てた平面図に避難者を適切に配置する
避難所運営ゲーム（H

ハ グ

UG）や避難所セッティング訓練、避難所運営訓練等を
小・中学校および町会・自治会が選択して行います。また、各老人福祉セン
ター（常盤平・矢切分館を除く）では、要介護認定者や障がい者で特別な配
慮を必要とする人が避難生活をする「福祉避難所」の開設訓練を行います。
●物資供給訓練
　物資集配拠点に支援物資を集め、避難所運営訓練を実施している各会場へ輸送します。

  無線通信訓練   災害対策本部を立ち上げ、市内約170カ所の公共施設等からの情報を収集する訓練を行います。

松戸市
総合防災訓練
問危機管理課☎366－7309

11月10日㈯
9時15分～12時

災害に備えて

会場 訓練（予定）時間
北部小学校   　　 9時～11時
六実第二小学校  　　  9時～11時30分
松飛台小学校   9時30分～11時30分
古ケ崎中学校   9時30分～12時
上本郷小学校 　　 10時～11時30分
新松戸南小学校 10時40分～11時30分
高木第二小学校 　　 11時～12時
六実第三小学校 　　 11時～12時

避難所運営訓練の様子

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）11月1日



忘れてない？サイフにスマホに火の確認忘れてない？サイフにスマホに火の確認
問国民健康保険課収納担当室☎366－7299
●未納保険料の納付が困難な場合はご相談を
　毎月最終木曜は、同課相談窓口を20時まで開設
●保険料のお支払いは原則口座振替です
　手続き方法はお問い合わせください
●納付済確認書は平成31年1月下旬に発送予定
　年末調整に必要な場合はお問い合わせください

問国民健康保険課資格賦課班☎366－7353
届け出漏れが多い事例
●会社に就職した人（他の保険に加入）
　国保と職場の両方の保険証を持参して窓口へ
●会社を退職した人（他の保険をやめ、国保に加入）
　健康保険の資格喪失証明書と本人確認ができる書
類を持参して窓口へ
※窓口＝同課または各支所　

特定健康診査はお済みですか？
　40歳以上の国民健康保険加入者を対象に、特定健康診査を無料で実施し
ています。対象者には受診券（黄色の封筒）を送付します。

11月は ち ば 国 保 月 間
　平成29年中の火災件数は103件で、うち建物火災は68件でした。これか
ら、空気の乾燥や暖房器具の使用など、火災が発生しやすい季節を迎えま
す。家庭や地域で火災予防に努めましょう。
住宅防火いのちを守る3つの習慣
● 寝たばこは絶対にしない
● ストーブは、燃えやすいものから離れ
た場所で使用する

● ガスこんろなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す

たばこ火災対策
● 寝たばこ・たばこの投げ捨て
は絶対にしない

● 捨てるときは水をかけ、火が完
全に消えていることを確認する

　火災の早期発見や逃げ遅れ防止のため、住宅用火災警報器を設置し
ましょう。
日時11月9日㈮9時45分～11時45分　会場市役所1階連絡
通路　内容住宅用火災警報器クイズ、住宅用火災警報器の取
り付け困難な高齢者世帯等への取り付け支援の受け付け等
※住宅用火災警報器等の詳細は、市消防局ホームページをご
覧ください。
問松戸市防火協会事務局（消防局予防課内）☎363－1114

問消防局予防課☎363－1114

住宅用火災警報器キャンペーン住宅用火災警報器キャンペーン

国民健康
保険料の
お支払いは
納期限までに

国民健康
保険（国保）
の届け出は
確実に

平成30年分年末調整等説明会
11/6㈫13時15分～16時 市民会館
法定調書の書き方等 松戸税務署法

人課税第2部門☎363－1171

再生自転車を販売（防犯登録付き）
11/10㈯9時～12時（8時30分から整

理券配布） シニア交流センター販売台数
30台 価格 6,000円～12,000円 （公
社）松戸市シルバー人材センター☎330－
5005

常盤平老人福祉センター（さくらセンター）
文化祭
作品展示 11/10㈯・11㈰各9時～16時
（11㈰は15時30分まで） 華道、友禅染
色他　茶道（有料） 11/10㈯14時まで
文化祭将棋大会 11/10㈯13時から
市内在住の60歳以上 先着若干名
当日会場で 共通 同センター 同セン
ター☎382－5125

6市合同消費者問題無料相談会
①11/10㈯②11/12㈪③11/13㈫④

11/14㈬⑤11/15㈭⑥11/17㈯各10時
～16時 ①我孫子市③流山市⑥柏市各
消費生活センター②京葉ガスF松戸ビル6
階④野田市役所市民相談室⑤鎌ケ谷市役
所1階相談室1・2 各先着12人 11/2
㈮から、電話で①③～⑥各市消費生活
センター（我孫子☎04－7185－1469、
流山☎04－7158－0999、野田☎04－
7123－1084、 鎌ケ谷☎047－445－
1240、柏☎04－7163－5853）②松戸市
消費生活課☎366－7329へ

住宅リフォーム①相談②市民講座
11/10㈯①10時～12時、14時～16

時②13時～14時 新松戸市民センター
松戸住宅リフォーム相談員協議会☎

365－5252

子ども向けプログラミング教室「コー
ダー道場まつど」
11/10㈯14時～16時30分 松戸観光

案内所2階 マウス操作ができる小学生
（要保護者同伴） 先着10人 ノートパソ
コン C

コ ー ド

ode f
フォー

or M
マ ツ ド

atsudoホームペー
ジで 文化観光国際課☎366－7327

ふれあい教室「朗読をきくかい」
11/14㈬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 障害者手帳を持つ人
等 障害者福祉センター☎383－7111

聴覚障がい者のための教室
①11/11㈰②11/25㈰各13時～17時
ふれあい22 市内在住の聴覚障がい

者・中途難聴者とその家族 各先着25人
※手話通訳・要約筆記あり ①11/5㈪
②11/15㈭までに、FAXに住所・氏名・
FAX番号を記入して障害者福祉センター
383－7810（☎383－7111）へ

「犯罪ゼロ」を目指し、ひったくり防止自
転車かごカバーや自転車盗・空き巣対策
グッズを配布します
　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 11/15㈭10時～10時30分
寺沢公園（三矢小台3の20）、六実第1公園
（六高台1の20） 各先着100人 市民
安全課☎366－7285

千葉県福祉機器展
11/16㈮12時～17時、11/17㈯10

時～16時 千葉県福祉ふれあいプラザ
（我孫子市） 展示、講座「薬の副作用と
薬害」（11/16㈮開催） 講座のみ電話で
同プラザ☎04－7165－2886へ

六実高柳老人福祉センター合同文化祭
「くすのき祭」
11/17㈯・18㈰各9時30分～16時

同センター 作品展・芸能発表・文化講
演会等 同文化祭実行委員会・馬場☎
386－3457

40歳代向け就職支援セミナー
11/20㈫10時～12時 勤労会館 正

社員を目指す40歳～49歳 先着30人
※雇用保険受給中の人は雇用保険受給資
格者証を持参 電話で商工振興課☎711
－6377へ

在宅介護に役立つ「介護力アップ講座」
11/21㈬13時～16時 （社福）松戸市

社会福祉協議会 ベッドから車椅子への
移乗方法他 市内在住・在勤 先着30
人 300円 電話で同協議会ふれあい
サービスセンター☎368－2941へ

子ども将棋教室
11/24㈯、12/8㈯・22㈯各15時～17

時 八柱市民センター 日本将棋連盟
松戸支部指導員 5歳以上 各500円
各先着20人 電話で同センター☎388－
3570へ

NPO・市民活動よろず相談室「参加者を
増やそう！Googleフォームを活用して、
申し込みを簡単にしよう」
11/21㈬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
ポートセンター長 市民活動やNPO活動
をしている人 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

シティー・ミニコンサート「音楽の詰め合
わせ～A

ア ソ ー テ ッ ド

ssorted m
ミュージック

usic～」
11/21㈬12時15分～12時45分（11

時30分開場） 市議会議場曲目ラテンメ
ドレー、マイフェイバリットシングス他演奏者
Q
カ ル テ ッ ト

uartetto L
リ ー フ

eaf（サックス4人組） 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）

まつど市民活動サポートセンターの催し
①市民活動トークライブ「知っています
か？元気応援クラブ。ともに元気に、暮ら
せる街にしよう」 11/6㈫10時～12時
高齢者支援課職員 先着15人②や

る気のあがるチームづくり「コミュニティ
リーダーになろう！～組織づくりの基本
編～」 11/24㈯14時～16時30分
同センター長 団体の運営や発展に関心
がある人 先着15人③来春3/23開催み
らいフェスタ2019実行委員募集 市民
活動を盛り上げたいまたはイベント企画に
興味がある人 先着10人 実行委員会 12
月以降5回程度開催 共通 同センター
電話またはEメールで同センター☎365－
5522、 hai_saposen@matsudo-
sc.comへ

千葉県民のつどい
11/25㈰13時から 千葉市生涯学習

センター 犯罪被害者の実情と支援を考
える講演他 11/20㈫までに、電話で(公
社)千葉犯罪被害者支援センター事務局
☎043－225－5451へ

シルバー消費者教室～高齢者を狙う悪徳
商法～
11/27㈫14時30分～15時30分

シニア交流センター 馬橋西地区在住
の65歳以上 先着50人 電話で馬橋
西高齢者いきいき安心センター☎711－
9430へ

こころの家族教室「統合失調症の理解と
対応」〔全2回〕
12/5㈬・20㈭各14時～16時 松戸

健康福祉センター（松戸保健所） 統合失
調症の理解と治療、障害福祉サービス
全回参加できる市内在住の統合失調症の
人の家族 先着30人 11/9㈮までに、
電話で同センター☎361－2138へ

赤十字奉仕団防災・減災セミナー
12/1㈯10時～15時 市民会館 講

演、包帯法、AED講習、非常食の試食（昼
食） 20歳以上 先着50人 電話で地
域福祉課☎366－3019へ

東葛飾地区少年の日・つどい大会
12/9㈰8時30分～16時 運動公園

体育館 スポーツカルタ、キンボール、
カローリング、ボッチャ 市内在住の小
学～高校生 先着20人 11/15㈭ま
でに、電話またはFAXで子どもわかもの
課☎366－7464、 366－7473へ

はじめてのボランティア講座
12/11㈫10時～12時 ゆうまつど

先着30人 11/30㈮までに電話で（社福）
松戸市社会福祉協議会☎362－5963へ

松戸市シルバー人材センタースマホ・パ
ソコン教室
①12/4㈫午後②12/6㈭午前 ①ス

マホ入門② iPad入門　※他10コースあ
り 同センター☎330－5005

会 議

公民館運営審議会
11/6㈫18時から 京葉ガスF松戸ビ

ル5階会議室（傍聴は17時50分まで受け
付け） 生涯学習推進課☎367－7810

戸定邸保存活用審議会
11/13㈫13時30分から 戸定が丘歴

史公園内松雲亭傍聴定員先着6人（13時
20分まで受け付け） 戸定歴史館☎362
－2050

子どもの未来応援会議
11/19㈪10時20分から 市役所議

会棟3階特別委員会室傍聴定員先着10
人（10時5分から受け付け） 子ども家庭
相談課子どもの未来応援担当室☎366－
5181

  問国民健康保険課健診班☎366－1121

11月9日㈮～15日㈭は、秋の火災予防運動

市消防局
ホームページ
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クリーンセンター内体育室は、床の修繕を行うため2月1日㈮から3月14日㈭まで利用できません。　問クリーンセンター施設係☎385－7100



自転車に乗れない子へ

日時 会場（駐車場はありません）

11/13㈫ 10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
11/16㈮ 10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
11/20㈫ 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）
11/22㈭ 10:30～11:00 矢切公民館
11/23㈷ 10:30～11:00 常盤平市民センター
11/23㈷ 11:20～11:50 根木内こども館
11/28㈬ 10:30～11:00 E-こどもの森　ほっとるーむ新松戸

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〜

11月2日㈮10時～12時　会場子ども読書推進センター　内容「日
本の昔話絵本 」＆冬におすすめの本　対象小学校で読み聞かせ活動
をしている人　定員先着50人

電話で同センター☎331－0077へ

小学校での読み聞かせ講座 要申込

11月9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

親子絵本講座

11月29日㈭10時～12時　会場子ども読書推進センター　内容最
近の絵本の傾向と面白さについて　講師児童書専門店H

ハ ッ ク ル ベ リ ー

uckleberry 
B
ブ ッ ク ス

ooks店長・奥山恵氏　対象おはなしボランティアまたは子どもと
本に興味・関心がある人　定員先着80人

電話で同センター☎331－0077へ

講座「絵本っておもしろい！」要申込

11月8日㈭・13日㈫・16日㈮・20日㈫・22日㈭・23日㈷・27日㈫・
29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
11/  9㈮ 明市民センター
11/16㈮ 五香市民センター
11/20㈫ 小金原市民センター
11/21㈬ 東部スポーツパーク

日程 会場
11/22㈭ 和名ケ谷スポーツセンター

（図書館分館内）
11/23㈷ 新松戸市民センター

11/27㈫ 小金市民センター
（図書館分館内）

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

親子特別公演

プラネタリウム11月の番組

　現役競輪選手や元ガールズケイリン
選手、自転車安全整備士等を講師に招
き、自転車に乗れるように優しく分かり
やすく教えます。メンテナンス等自転車
についての相談も受け付けます。
日時12月1日㈯・2日㈰各10時から（1～
2時間程度）　会場松戸競輪場　対象
小学1年～4年生（要保護者同伴）　定員各10人（抽選）　費用無料

11月11日㈰〔必着〕までに、往復はがきに住所・子どもと保護者の氏名・
年齢・学年・性別・身長・希望日・電話番号・返信用宛名を記入して、〒271
－0064松戸市上本郷594　松戸市公営競技事務所「自転車教室担当 」

（☎362－2181）へ。
※11月18日㈰までに抽選結果を返信します。

12月8日㈯13時（12時30分開場）
会場市民劇場　対象市内在住の小学
生以下の子と保護者　定員300人（抽
選）　費用無料

11月15日㈭〔必着〕までに、申し
込みフォームまたは往復はがきに、
イベント名・郵便番号・住所・参加者
全員の氏名（ふりがな）・年齢・性別・
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
※定員に満たない場合は、11月16日㈮から電話で受け付け。

NAOKO SPACE PLANETARIUM

自転車のプロが教えます！要申込
あわてんぼうなサンタクロースと
ちょっと早いクリスマス 要申込

キッズ＆ジュニアアワー
「うお座のおはなし」
開始時刻
13時30分、14時30分

（各回20分）

一般投影
「アンドロメダ銀河を見つけ
よう」
開始時刻
10時30分（文字解説付き）、
15時30分（各回40分）

共通 投影日11月25日㈰までの土・日曜、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。年齢確認ができる物の提示が必要）

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

音楽であそぼう♪

11月18日㈰ 演奏会11時～12時、13時30分～14時30分　ブランチマ
ルシェ＆テラス10時30分～15時　会場同広場内光と風の広場（雨天の
場合は広場の橋の下）　出演者入江圭亮氏（トランペット）・山下綾香氏

（サックス）他　費用無料（別途飲食代）
問同広場管理事務所☎345－8900

リズミカルな曲で、
秋の楽しさを感じて

～21世紀の森と広場ドコでもシアター～

小学校に入学するまでに、どんな
ことをしておけばいいの？ 要申込

　小学校での一日の生活、年間行事、入学するまでに身に付けておきたい
「力 」などについて、元教員の社会教育指導員や参加者と共に考えてみま
せんか。
日時11月①16日㈮②20日㈫各10時30分～12時　会場①常盤平体育
館②文化ホール内フューチャーセンター　対象市内在住・在勤の、来春小
学校に入学する子の保護者　定員先着30人　費用無料　
※一時預かりあり（1歳6カ月～3歳、先着5人、要申込）。

電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

12月2日㈰10時～16時　会場聖徳大学他　内容幼稚園教諭・保育士、
看護師、鉄道職員、図書館司書、和菓子職人他5職種から1つ選択　
対象小学4年～中学生　定員135人（抽選）　費用無料

11月18日㈰17時までに、聖徳大学生涯学習研究所ホー
ムページで
問聖徳大学生涯学習研究所☎365－5691
　子どもわかもの課☎366－7464

憧れの職業を体験しよう！小 学 校 入 学 直 前 家 庭 教 育 講 座

ジュニア夢カレッジ4 要申込

～プロから学ぶお仕事体験～

申し込み
フォーム

同研究所
ホームページ
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11月11日㈰に、広報まつど  「介護の日」介護保険特集号を発行します。　問介護保険課☎366－7370



平成31年度 保育所（園）・小規模保育事業・認定こども園の利用案内

秋の生涯学習講座  要申込

地域猫活動で  　と上手に
付き合いましょう

パープルリボンキャンペーン～DVは犯罪です～

パネルの掲示や松戸まつりで来場者の皆さんと
作成したオレンジリボンツリー・パープルリボン
ツリーの展示や花の種等を配布します

11月は児童虐待防止推進月間

保育施設の利用までの流れ申請期間

11月1日㈭～30日㈮
※5月以降の利用申請期限は、
利用希望月の前々月末日です。

平成31年4月1日に新設・定員増予定の保育施設 　 新＝新設する保育施設　 増＝建て替えにより定員が増加する保育施設

11月30日㈮、12月7日㈮、1月18日㈮・25日㈮、2月1日㈮各13時30分～
15時30分　会場市民会館　講師青山学院大学名誉教授・関英昭氏他
定員100人（抽選）

12月4日㈫・11日㈫・18日㈫各10時～12時　会場文化ホール　講師（一社）
日本セルフエスティーム普及協会・工藤紀子氏　定員30人（抽選）

共通 費用無料
11月12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
※講座の会場設営・受け付け等のお手伝いをしていただく「講座
サポーター」をお願いできる人は、申し込みの際に「講座サポーター希望 」と
ご記入ください。　※1件につき1講座（本人のみ）の申し込み。連名での申し
込み不可。　※定員に満たない場合は、11月13日㈫から電話で受け付け。

問 千葉県動物愛護センター東葛飾支所☎04－7191－0050
 千葉県松戸健康福祉センター（松戸保健所）☎361－2139
 環境保全課☎366－7336

地域猫活動とは？
　猫トイレの設置・清掃、そして不妊・去勢手術を施し、地域の環境衛生
改善につなげる活動です。地域猫活動は猫好きのための動物愛護活動
ではありません。まずはご近所で猫のことを話題にすることから始めて
みましょう。
　市では、飼い主がいない猫の不妊・去勢手術費の補助や、地域猫活
動推進バッジの貸し出しをしています。詳細は環境保全課にお問い合わ
せください。
飼い猫は屋内で飼いましょう
　ふん尿や鳴き声による被害を防止でき、事故やさまざまな感染症か
ら猫も人間も守ることができます。

通報・連絡・相談先
緊急時は迷わず110番を！
平日9時～17時＝子ども家庭相談課☎366－3941、 mckodomosoudan
@city.matsudo.chiba.jp、千葉県柏児童相談所☎04－7131－7175　
24時間365日対応＝児童相談所全国共通ダイヤル☎1

いち

8
はや

9
く

、子ども家庭
110番☎043－252－1152

休日・夜間にお子さんを預かる「こどもショートステイ」を活用ください
　家庭での育児が困難なときに、お子さんを一時的に預けることができます。
対象1歳～17歳　内容①ショートステイ＝連続7日間以内の宿泊②夜間養護

（トワイライトステイ）＝平日の18時～22時③休日養護＝休日の7時～18時
④土曜日養護＝土曜の7時～21時　利用料金自己負担額あり、生活保護
世帯は無料　※①②③は児童養護施設晴香園、④はさわらびドリームこど
も園での利用となります。　※詳細は子ども家庭相談課（☎366－3941）に
お問い合わせください。

連絡・相談先
身に危険が迫っているときは、110番または最寄りの警察署へ！
平日9時～17時＝子ども家庭相談課☎366－3955、千葉県松戸
健康福祉センター（松戸保健所）☎361－6651　
24時間365日対応＝千葉県女性サポートセンター☎043－206－
8002

11月5日㈪～9日㈮　会場市役所1階連絡通路

オレンジリボンには子どもへの虐待防止、パープルリボンには女性への暴力根絶のメッセージが込められています

問子ども家庭相談課☎366－3941

設置主体 社福＝社会福祉法人、株＝株式会社　開園時間 A月～土曜＝7時～19時、B月～土曜＝7時～19時（土曜は18時まで）
※年齢資格は、入所希望月初日現在の満年齢。　※開園時間は延長保育を利用した場合。　※新設施設は開設できない場合や、開設が遅れる場合があります。　
※新設施設の情報は、決定次第、市ホームページでもお知らせします。

①支給認定と利用申請を幼児保育課に申し込む
　必要書類は幼児保育課および市内認可保育施設で
配布する他、市ホームページでダウンロードできます

②支給認定証の交付および利用保育施設の決定
　結果通知は2月上旬から郵送で行います

11月12日㈪～25日㈰は女性に対する暴力をなくす運動の
実施期間、11月25日㈰は女性に対する暴力撤廃国際日

外交官の眼
め

から見たヨーロッパ（EU）〔全5回 〕市民大学講座

感情マネジメント講座
～ネガティブな感情をコントロールしよう～〔全3回 〕成人講座

猫
11月は「動物による危害防止対策強化月間 」

子どもへの虐待・DV ドメスティック・バイオレンスストップ！

おかしいなと思ったら
迷わず連絡を

問幼児保育課☎366－7351

　3面掲載の「預かり保育を実施している幼稚園」の一覧は、「預かり保育料助成金の対象幼稚園」の一覧です。
市の助成対象以外でも預かり保育を実施している園があります。おわびして訂正します。預かり保育を実施し
ている園の詳細は、市ホームページをご覧いただくか、直接各園にお問い合わせください。
問幼児保育課☎366－7351

広報まつど
10月15日号の
おわびと訂正

市ホームページ

既存の
園の情報は
市ホーム
ページを

ご覧ください

松戸市保育所（園）・
小規模保育事業・
認定こども園一覧

申し込み
フォーム

年齢資格 保育園名 設置
主体 所在地 開園

時間 問い合わせ

保
育
園

産休明け
から

新  けやきの森保育園まばし（仮） 社福 新作1の1035の2 B ☎344－5026（けやきの森保育園）
増  八景台保育園 社福 松戸新田605の58 B ☎364－7802（八景台保育園）

6カ月から 増  馬橋保育園 社福 三ケ月1534 B ☎342－1097（馬橋保育園）

小
規
模
保
育
施
設

産休明け～
3歳未満

新  まつど中央公園前保育園第三（仮） 株 松戸1139の2 A ☎369－7362（まつど中央公園前保育園）新  まつど中央公園前保育園第四（仮）
新  新松戸ニコニコ保育園（仮） 株 新松戸4の204 A ☎710－3636（東松戸ニコニコ保育園）
新  梨の花レインボールーム（仮） 社福 秋山2の3の3 B ☎711－9880（梨の花保育園）

1歳～
3歳未満

新  保育園きぼうのそら（仮） 社福 本町6の10 B ☎308－3088（保育園きぼうのたから）
新  こすもすベビールーム新松戸第3
ルーム（仮）

株 新松戸1の186　1階 A ☎382－6501（こすもすベビールーム新松戸）

オレンジリボンキャンペーン「未来へと 命を繋ぐ 189」
いちはや くつな
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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



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 平日 9:00～17:00 常盤平児童福祉館☎384－7867
※同館は休館中ですが相談のみ受け付けます来所予約制

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2～4月
第1～4火・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5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） 毎週水 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
風の丘☎375－8447

◆松戸市文化祭　松戸舞踊連合
会
11/3㈷10:00
同会・渋谷☎090－2218－

9532
◆松戸市文化祭　マジックフェス
ティバル
11/4㈰13:00
松戸奇術会・岩田☎388－

2783
◆年末調整等説明会
11/6㈫13:15
松戸税務署源泉所得税担当

☎363－1171（自動音声で2番）
◆松戸市文化祭　松戸市民謡連
盟大会
11/11㈰9:30
同連盟・宮澤☎090－3001－

4030
◆千葉県生涯大学校浅間台学園
祭
11/14㈬10:12
同学園祭事務局・飯塚☎090

－3690－2954 
◆安全・安心シルバーフェスタin
まつど
11/17㈯13:00
松戸警察署生活安全課☎369

－0110
◆松戸市文化祭　吟詠の集い
11/18㈰9:30
松戸市吟詠連盟・小池☎04－

7182－2261
◆松戸市文化祭　日本舞踊大会
11/23㈷11:00
松戸芸能会・渋谷☎04－7158

－5755、日本舞踊同好会・村山
☎363－9808
◆レーベンスルスト・フィルハー
モニー管弦楽団
11/24㈯14:00
松戸駅周辺商業協同組合☎

365－0100

◆『僕がジョンと呼ばれるまで』上
映会　★
11/6㈫14:00、18:00
まつど徳

とく

洲
しゅう

苑
えん

粋
いき

々
いき

大学☎309
－7172
◆歌謡スタジオ「歌

か

練
れん

」歌謡祭
11/8㈭9:50
同スタジオ☎394－2223

◆竹内恵里の歌声喫茶コンサー
ト　★
11/9㈮13:00
竹内☎090－6046－3133

◆青木タイセイ・竹内恵里デュオ
コンサート　★
11/9㈮18:30
竹内☎090－6046－3133

◆松戸市文化祭 邦楽演奏会（小
唄・長唄・舞踏・尺八）
11/10㈯13:00
松戸邦楽会・山本☎386－

5726
◆講演「村と百姓の江戸時代」と
芸能　櫻川流「江戸芸かっぽれ」他
11/11㈰13:00
松戸史談会・松田☎342－1764

◆2ピアノ・リサイタル　関野直
樹/モエレリン・スティーブン　★
11/17㈯18:30
モエレリン教室☎346－5133

◆秘蔵っ子カラオケ発表会
11/20㈫10:00
和田☎070－6564－5698

◆松戸童謡の会　童謡を歌う（月
例会）　★
11/21㈬9:45
鈴木☎343－6631

◆コンサートと医療・介護の講演
11/22㈭14:00
松戸クラシック音楽を楽しむ会

☎090－1805－2206
◆松戸市文化祭　秋の謡

うたい

と仕
し

舞
まい

の会
11/23㈷9:45
松戸謡曲連盟・加藤☎347－

0458

◆すずきピアノ教室発表会
11/24㈯13:30
鈴木☎347－1808

◆子育て講演会「思春期　母へ
の許し～千尋の場合～」
11/27㈫13:30
子ども家庭相談課☎366－

3941
◆松戸市職員文化祭
11/30㈮17:50
自治労松戸市職員組合☎365

－0077

◆しまじろうコンサート　サンタ
のくにの　クリスマスキャンドル
11/30㈮ 14:00・16:40、12/1 
㈯・2㈰各9:30・12:10・14:50・
17:30
会場大ホール　費用全席指定（会
館特別価格3,000円、当日券は
3,120円）　※3歳以上有料、3歳
未満は保護者の膝上で鑑賞する
場合は1人まで無料（発売中）
◆新春特選落語会 三遊亭小遊
三・林家たい平 対決！大月vs秩
父 松戸編
1/6㈰11:00
会場大ホール　費用S席3,800
円、A席3,300円　※未就学児
入場不可（発売中）

●インディアカ教室
11/3㈷19:00～21:00　会場大
橋小学校　 佐藤☎080－5084
－7077
◆①ピラティス②初めてのフラ
①11/5㈪・12㈪・19㈪各13:30
～14:30②11月の㈯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
費用各500円　 同体育館☎
386－0111

◆①ズンバ②ヨガ
①11/5㈪・12㈪・19㈪各15:10～
16:00②11月の㈮15:00～16:30
会場柿ノ木台公園体育館　対象
18歳以上　定員各先着30人
費用各500円　 同体育館☎
331－1131
◆①初めてのパワーヨガ②初め
てのフラ
11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　費用各500円　 同体
育館☎341－2242
●ファミリースポーツ教室
11/11㈰9:00～12:00　会場新
松戸西小学校　 宮崎☎346－
4327
●卓球教室
11/11㈰9:00～12:00　会場松
飛台第二小学校　 明

みょう

道
どう

☎090
－9835－1187

●グラウンド・ゴルフ教室
11/11㈰9:00～13:00　会場馬
橋北小学校　 矢野☎090－
3107－0348
●軽スポーツ教室（グラウンドゴ
ルフ・カローリング他）
11/17㈯9:00～12:00　会場稔
台小学校　 髙橋☎363－3064
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
11/18㈰9:00～12:00　会場幸
谷小学校　 峯田☎341－2978
●スポレク地域祭卓球大会（五香
松飛台地区）
11/18㈰9:00～12:00　会場松
飛台第二小学校　費用100円　
明道☎090－9835－1187

●軽スポーツ教室（カローリング
他）
11/24㈯9:00～12:00　会場寒
風台小学校　 内田☎364－
8920

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

4㈰ 東京理科大学管弦楽団定期演奏会　★ 14:00 高橋☎090－9221－8173　

10㈯リトルグリーモンスター　ライブツアー　★ 17:00 DISK GARAGE☎050－5533－0888

17㈯ ももいろクローバーZ　ジャパンツアー　★ 17:00 H.I.P.☎03－3475－9999

25㈰ クリスマスジョイントコンサート2018　★ 16:30 ㈱スタジオサキ☎03－3455－7422

28㈬ フォレスタ　コンサートin松戸　★ 14:00
カンフェティチケットセン
ター
☎0120－240－540

29㈭「演歌新時代」山内惠介　熱唱ライブ2018　★ 14:00
カンフェティチケットセン
ター
☎0120－240－540

30㈮しまじろうコンサート サンタのくにの クリスマスキャンドル★
14:00 同コンサートお客さま窓

口☎0120－988－88316:40

小
ホ
ー
ル

11㈰ 和太鼓のひびき 13:00 青山☎080－3388－4590

18㈰
松戸市制施行75周年記念・森
のホール21開館25周年記念事
業「野村萬斎　狂言公演」　★

14:00 森のホール21チケットセンター☎384－3331

25㈰

親子まんが映画会　★ 10:00 ㈱エムアイ企画☎03－6383－4451
コンサート・ディ・アモーレ　
ピアノ発表会 13:50 松石☎389－0883

みんな生きている飼主のいない
猫と暮らして 19:00 木村☎090－8500－9439

29㈭ 松戸民演三十周年記念発表会 9:30 成嶋☎341－3572

※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/
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総合医療センター小児脳神経外科外
来は11月16日㈮に休診します
問同センター同外来☎712－2511（代表）

総合医療センター市民講座「認定看護
師からの“エン”談話」
11月18日㈰14時～15時30分　会場馬橋東市
民センター　内容①“誤

ご

嚥
え ん

”性肺炎予防の嚥
え ん

談話
②カラダに“ご塩

え ん

”のある塩
え ん

談話　講師①摂食嚥
え ん

下
げ

障害看護認定看護師②慢性心不全看護認定看
護師　定員先着120人　費用無料
問総合医療センター教育研究センター
　☎712－2511（代表）

がん患者・家族「集いの場」
11月20日㈫13時30分～15時30分　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

インフルエンザ予防講座
11月22日㈭14時30分～15時30分　会場シニ
ア交流センター　対象馬橋西地区在住の65歳
以上　定員先着30人　費用無料
電話で馬橋西高齢者いきいき安心センター

☎711－9430へ

介護者のつどい
①11月24日㈯14時～15時②12月7日㈮13時
30分～15時　会場①愛の家グループホーム東
松戸（北総線秋山駅下車）②六実六高台高齢者い
きいき安心センター　対象①介護経験者②六実
六高台地区在住の介護をしている人　定員先着
①10人②30人　費用無料
電話で①東部高齢者いきいき安心センター☎

330－8866②六実六高台高齢者いきいき安心セ
ンター☎383－0100へ

がん患者・家族「緩和ケア教室」
11月26日㈪14時～15時（13時45分から受け
付け）　会場総合医療センター8階特別カンファ
レンス室　内容化学療法と緩和ケア　定員先着
15人　費用無料
問同センターがん診療対策室
　☎712－2511（内線1025）、 712－2573

食からはじめる健康セミナー「野菜コー
ス 秋」
11月29日㈭10時～13時　会場常盤平保健福
祉センター　内容野菜を食べて胃腸力アップ（講
話と調理実習）　対象市内在住の20歳～50歳代
定員先着20人　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200円、要申込）。
11月1日㈭9時から、電話で同センター☎384－
1333へ

麻しん（はしか）と風しん（三日はしか）
が流行中です
　発熱等により体調が優れない人は、イベント等
への参加や不要・不急の外出は控えましょう。ま
た以下の点にも注意しましょう。
●麻しん・風しんを疑う症状（発熱や発疹等）が出
た場合、事前に医療機関に連絡し、医療機関の指
示に従って受診する●麻しん・風しんにかかった
ことがない、または予防接種を2回受けていない
人は、かかりつけ医等に相談の上、接種する
問健康福祉政策課☎704－0055

小金ウオークラリー～屋号を巡って小
金散策～
11月29日㈭9時30分東漸寺境内入り口周辺集
合、11時30分ごろ解散　対象市内在住の65歳
以上　定員先着30人　費用無料
電話で小金高齢者いきいき安心センター

☎374－5221へ

愛の献血
12月1日㈯9時30分～11時45分、13時～15時
30分　会場稔台市民センター　持ち物保険証・
運転免許証等本人確認ができる物　※松戸献血
ルームPure（☎703－1006）では随時受け付け
ています。
問健康推進課☎366－7487

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

まつど健康マイレージ付与…

◆パソコン初心者講習「基本操作と年賀
状づくり」
12/31㈪までの希望日10時・13時・15

時・18時から各2時間 NPO快適IT空間・
松戸教室（市民劇場向かい） 各回先着1
人 各2,000円 電話で同NPO・石井☎
703－7284へ
◆篠笛・お祭囃

ばや

子
し

・神
か ぐ ら

楽見学会
①11/1㈭・22㈭各14時～16時②11/

10㈯18時～20時 ①六実第二小学校②
六実市民センター 電話で五香六実お囃
子の会・白石☎387－1522へ
◆秋の江戸川カッパ市（フリーマーケッ
ト、紙芝居、Eボート他）
11/3㈷10時～15時〔雨天中止〕 江

戸川河川敷（樋野口排水機場付近） 同実
行委員会事務局☎330－3450
◆いも煮会
11/3㈷11時～15時〔小雨決行、雨天

時は4㈰に順延〕 江戸川土手（JR常磐線
葛飾橋沿い） 松戸テニスクラブ☎362－
3047
●「房総のむら」歴史散策と周辺ハイキン
グ（歩行距離約9㎞）
11/4㈰8時松戸駅東西連絡通路集合、

14時30分JR下総松崎駅解散 飲み物・
弁当 400円（別途交通費他） 当日会
場で 松戸歩こう会・出

いず

原
はら

☎386－5611
（昼間のみ）
◆健康麻雀
①11/5㈪・19㈪・26㈪②11/7㈬・14

㈬・28㈬③11月の㈭各12時～17時15
分 ①松飛台②六実各市民センター③
もとやま会館（新京成五香駅下車） 1日
1,000円 電話でNPOメーク・小

こ

金
がね

谷
や

☎
090－6187－5060へ
●健康体操体験教室（ストレッチ等）
11月の㈬9時20分～10時50分 小金

原体育館 50歳以上の女性 各500円
電話で健康体操さざんか・田中☎341

－9711へ

◆成年後見制度の個別相談会
11/5㈪、12/10㈪各13時～16時 勤

労会館 電話で認定NPO東葛市民後見
人の会松戸支部・上野☎368－0488へ
◆健康麻雀体験会
①11/5㈪②11/6㈫・8㈭③11/7㈬・

10㈯④11/12㈪各12時～17時⑤11/9
㈮11時30分～16時30分 ①③稔台②
馬橋④常盤平⑤五香各市民センター ①
は初心者 1日800円 電話でNPO健
康麻雀クラブやまが・徳光☎090－8583
－1506へ
●歌謡体操（体と脳の活性）
11/10㈯・17㈯各9時～10時 新松

戸市民センター 60歳以上の女性 各
先着5人 各500円 電話で歌謡体操・
小関☎080－5718－2973へ
●和太鼓のひびき「日本の心」
11/11㈰13時～15時40分 森のホー

ル21 松戸市和太鼓連盟・青山☎080－
3388－4590
●家事が快適になる冷蔵庫のお片づけ！
11/15㈭10時～11時30分 市民会

館 筆記用具 500円 電話で心スッキ
リ☆私にあったお片づけを見つける会・山
崎☎090－2545－4746（昼間のみ）へ
◆ともしび読書会
11/15㈭14時～16時 ゆうまつど

テキスト『抱く女』桐野夏生著 200円
電話で同会・山田☎385－0607へ
●松戸市パークゴルフ大会
11/24㈯ 8時～12時30分 オスカー

パークゴルフ公園船橋コース 36ホール
ストロークプレー 10歳以上 1,700円
（オスカー会員1,600円） 電話で松戸
市パークゴルフ協会・川田☎090－2148
－0017へ
◆一日体験プレーパーク
11/24㈯10時～14時 金ケ作自然公

園 100円 冒険遊び場まつどあそぼう
よ・岡戸☎04－7176－9432

◆高齢者向け料理教室～おしゃれな簡単
洋食～
11/16㈮9時45分～13時30分 ふれ

あい22 60歳以上 先着20人 500
円 電話で特連協〔（特養）松

しょう

寿
じゅ

園
えん

〕・月
つき

井
い

☎386－6357（平日9時～16時）へ
●囲碁大会（級位者）
11/17㈯10時～16時 日本棋院松戸

生涯学習支部（新京成五香駅下車） 男性
1,000円、女性800円 電話で同支部入
門サークル・岩島☎388－3022（昼間の
み）へ
●英語でのスピーチ、プレゼンテーショ
ン、論評力を磨くデモミーティング
11/17㈯、12/1㈯各14時30分～16

時30分 稔台市民センター 18歳以上
筆記用具 電話で松戸トーストマスター

ズクラブ・川島☎080－9865－5629（夜
間のみ）へ
●みんなで遊ぼう！！自然体験学級
11/18㈰9時30分～12時30分 21

世紀の森と広場 5歳～小学3年生（要保
護者同伴） 100円 当日会場で 松戸
市スカウト連絡協議会・梶

かじ

☎080－3918
－6140
●人前で話すのが苦手なひとの為の「話
し方講座」〔全4回〕
11/22㈭、1/10㈭・24㈭、2/14㈭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へ
●紙すきと絵てがみでクリスマスカードを
作ろう
11/23㈷10時30分～12時、13時～14

時30分 馬橋市民センター 各100円
（15歳以下無料） 松戸ケナフの会・石川
☎345－3140
◆けん玉教室（指導と段・級認定）
11/24㈯14時～16時 六実市民セン

ター 電話で昔のあそびと遊ぼう会・白
石☎387－1522へ

◆法律専門家による養育費等の移動相談
11/24㈯13時～16時 ゆうまつど

※一時預かりあり 電話で（一財）千葉県
母子寡婦福祉連合会事務局☎043－222
－5818（平日9時30分～16時30分）へ
●5/12㈰開催の30周年コンサート合唱
出演者募集〔全14回〕
11/24㈯14時～16時（以降13回）

稔台市民センター 1回500円 電話で
東葛合唱団はるかぜ・太田☎090－7821
－1127へ
●生涯学習セミナー“愛からはじまる子
どもの幸せ”
11/25㈰13時～17時30分 常盤平

市民センター ノート、筆記用具 1,000
円 FAXで松戸モラロジー事務所・立

たつ

澤
ざわ

388－1689へ
◆肝臓病市民講座
11/25㈰13時30分～16時20分 柏

市民文化会館（柏駅下車） 先着200人
千葉肝臓友の会・村田☎090－2565－

6125
●松戸民演連盟三十周年記念発表会（歌
謡曲・ポップス・日本舞踊・フラダンス）
11/29㈭9時30分～20時 森のホー

ル21 同連盟・成
なる

嶋
し ま

☎341－3572（夜間
のみ）
◆こども生け花教室①X

ク リ ス マ ス

mas花②お正月
花（伝統文化親子教室事業）
①12/1㈯②12/15㈯各14時～15時
稔台市民センター 幼児～高校生（保

護者も参加可） 各2,000円 電話で華
道育成会・藤平☎090－2909－6159へ
◆シニア・初中級者テニス教室
12月～3月の㈬㈮9時・11時・13時

から 松戸テニス倶
ク

楽
ラ

部
ブ

（金ケ作） 各
10,800円 11/23㈷までに電話でシ
ニアテニス世話人・原田☎080－9983－
7469へ

7

●広報まつど　2018年（平成 30年）11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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　音楽の都ウィーンから、名演奏家 9人（予定 ）が松戸にやってきます。オーストリア民族
音楽を軽食と飲み物と共にお楽しみください。
日時11月17日㈯17時～18時（16時30分開場）、19時30分～20時30分（19時開場）
会場松戸西口公園特設大型テント　定員各先着150人　入場料各5,000円（全席自由、飲
食代込み）　チケット購入方法（1人4枚まで）11月2日㈮から、電話で森のホール21チケット
センター☎384－3331（10時～19時、月曜を除く）へ
問松戸駅周辺商業協同組合☎365－0100

　「音楽の街、松戸」をテーマに、お子さんから大人まで一緒に楽しめる音楽会と、ライブ
ペインティングを開催！ 日本の童謡をジャズやポップスなどにアレンジする話題のバンド

「キヲク座」の音楽や、菅
す が

隆
た か

紀
の り

氏のアートが松戸の秋を彩ります。
日時11月3日㈷11時～14時　会場松戸駅西口デッキ　費用無料
問松戸商工会議所☎364－3111

11月11日㈰8時～13時〔雨天決行〕　
会場南部市場　内容地場野菜・青果・水産物

（マグロの解体）の即売、和名ケ谷中学校合
唱部の公演、消防署チビッ子レスキュー、ミ
ニSL、ふわふわドーム他　※松戸駅東口から
シャトルバス（無料）を運行します。
問同祭実行委員会事務局☎363－2222

　障がい者の社会参加や市民との交流を目的に同フェ
スティバルを開催し、市内の障害福祉施設で作製した
商品の販売や各種イベントを実施します。
日時11月16日㈮・17日㈯各10時～15時30分〔雨
天中止 〕　会場松戸中央公園市民プール跡地　内容
吹奏楽・和太鼓などの公演、バルーンアート配布、ス
タンプラリー（景品あり、台紙がなくなり次第終了）
問障害福祉課☎366－7348、 366－7613

M
ま つ ど

ATSUDO W
ワ ン ダ ー

ONDER！ 2018
ウィーン・フェスタ MATSUDO

 小さな秋のアートと音楽会

食生活を支える卸売市場を身近に

世界最高峰オーケストラ首席トランペット奏者を
はじめとするメンバーによるBlasmusik

松戸市制施行75周年記念

松戸市制施行75周年記念・障害者週間記念

　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。

ドミニカ共和国×松戸市×ルーマニア

ホストタウン通信

美容
ドミニカ共和国 ルーマニア
　女性の大半が週に一度
は美容室で手入れをしま
す。ヘアスタイルへのこだ
わりも強く、セットした髪を
守るため頭にネットを被

か ぶ

っ
て外出するほどです。

　ヨーロッパ随一の温泉王
国であり、美容大国です。
治療や美容のために温泉
に入る人が多く、湖の泥を
使ったミネラルたっぷりの
泥パックも人気です。

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 「楽しい旅を」

スペイン語　B
ブ エ ン
uen v

ビィアヘ
iaje

※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　O
オ

 c
カ ラ ト リ エ
ǎlǎtorie p

プ ラ ク タ
lǎcutǎ

南部 場市 祭

ふれあいフェスティバル チーバくんと松戸さんも来ます！

演奏 ヴァイスバッヒャー・ブラス・ウィーン（ウィーンフィルハーモニー管弦楽団
管打楽器奏者によるブラスムジークアンサンブル）

咲
さ

笑
わ

ちゃん

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30年3月生
とっても甘えん坊な男の子。 元気
いっぱいなお姉ちゃんとこれからも
仲良く、すくすく育っていってね！

平成30年5月生
木枯らしに備えて、
マフラーの練習中、、、

平成30年1月生
いろいろなことに興味を
もって、『楽しい』をいっぱ
い見つけよう。

一い
ち

華か

ち
ゃ
ん

陽
よう

介
すけ

ちゃん

ブ ラ ス ム ジ ー ク
　11月に入り行楽地へ出かける方も多いと思いますが、
松戸市内でも文化・芸術、音楽、食を満喫できるイベント
がありますので紹介したいと思います。　
　今年で７０回目という節目を迎えた「松戸市文化祭」は、
市内の公共施設で11月23日㈷まで開催しています。同
文化祭は茶道や華道、舞踊等さまざまな分野の文化・芸
術団体が日頃の成果を発表する場となっています。「文化
の香るまち“まつど”」の秋を彩る文化・芸術活動に触れて
いただければと思います。
　戸定歴史館では企画展「忘れられた維新 静かな明治」
を12月24日㉁まで開催しています。15代将軍徳川慶喜
の弟、徳川昭武は将軍の名代としてパリ万博に派遣され、
フランスやロシアの皇帝たちと宮廷外交を行いました。
その様子を描いた大型の石版画が新収蔵品として展示さ
れています。徳川昭武が建築した戸定邸は、家屋が国の
重要文化財に、庭園が国の名勝に指定されています。県
内で家屋と庭園が国の文化財に指定されているのは戸定
邸と佐倉市の旧堀田邸のみで、大変貴重な文化財です。
今年6月に庭園復元工事が完了し、徳川昭武が暮らして
いた明治時代の姿を取り戻しました。ここからは江戸川、
スカイツリー、天気のいい日には富士山が見える眺望の
よいところです。イチョウやモミジが美しく色づく紅葉の
この季節に、ぜひ足を運んでみてください。
　21世紀の森と広場で11月23日㈷から25日㈰まで開
催する「松戸モリヒロフェスタ」は、親子で広大な自然と
食を堪能することができるイベントです。アウトドアや旅
をテーマにしたエリアでクラフトビールやスイーツを販売
する他、市内の飲食店や全国の有名ラーメン店が出店し
ます。ラーメンは松戸を代表する食文化の一つです。全
国を代表するラーメンをぜひご賞味ください。
　街角に素敵な音楽が流れる「松戸クリスマス音楽祭」が
11月17日㈯から12月25日㈫まで、松戸駅周辺で開催
されます。レストランやカフェ・バーでは、食事とともにク
ラシックやジャズ、チェロ・バイオリン等の演奏が楽しめま
す。「音楽の街、松戸」で素敵な時間をお過ごしください。

松戸で秋を満喫

人口と世帯（平成30年10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 490,632 人 〔 △ 28 〕 男 243,641 人〔 △ 16〕
世帯 226,018 世帯 〔 59 〕 女 246,991 人〔 △ 12〕

広報まつどは、グリーン購入法に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。

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

2018.11.1
（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

090




