主な内容
毎月1日、15日発行

●松戸市の予算をお知らせします
●
「松戸市放射能対策総合計画
（案）
」
策定に向けたタウンミーティングを開催
●第7期緑推進委員会の委員を募集
●自転車の事故防止に努めましょう
●公民館の講座

2
3
4
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5月1日㈫は固定資産税第1期の納期限です
問 収納課☎366−7325
□

第23回

緑と花のフェスティバル2012

みどりと暮らす豊かさを大切にしましょう

4月29日㈷〔雨天決行〕9時30分〜15時
問 緑と花のフェスティバル実行委員会事務局（㈶松戸みどりと花の基金内）
□
☎345−9846

●植木・草花の販売
●垣根づくりの実演
●野菜の販売

●野だて

4/29㈷ 会場でゴーヤの苗を配布します

●盆栽の展示・販売

「地球にやさしい行動宣言カード」と引き換
えに、先着1,000人まで

●植物を使った遊び

ゴールデンウィークは
新松戸

新緑の季節を迎えた21世紀の森と広場で、二大イベン
東京
国道6号 柏
トを開催します。各種ショーやゲーム、展示など、大人
北部市場入口
GS
八ケ崎
松戸東警察署
交差点
から子どもまで楽しめる内容が盛りだくさん！ 皆さんお
誘いあわせの上、ぜひご来場ください。
緑と花のフェスティバル 21世紀の森と広場
新京成
こども祭り
JR
博物館

他にも楽しい催しがいっぱいです！

刃物研ぎ、鳥の巣箱製作、各種ゲーム、
各種模擬店、和太鼓・フラダンス等
の実演など

武蔵野線

会場：つどいの広場

こども祭り

新八柱駅
新京成八柱駅

第39回

水砂

森のホール21

五香
公園中央口

り
ら通
さく
桜橋

JR

松戸

新

10時〜15時

京

成

電

鉄

東松戸

5月3日㈷〔雨天の場合4日㈷〕

常盤平駅

常盤平
第三小学校
県道松戸・鎌ケ谷線

●新京成八柱駅またはJR新八柱駅下車徒歩15
分
（さくら通り⇒桜橋アンダーパス⇒公園中
央口）
●新京成八柱駅南口から小金原団地行きまた
は北小金駅行きバスで
「公園中央口」
下車
●JR北小金駅から新京成八柱駅行きバスで
「公
園中央口」
下車
お願い…駐車場
（有料500円）
はありますが、会
場周辺道路の混雑が予想されますので、できる
だけ電車・バスをご利用ください。ごみは、各自
お持ち帰りください。ペット・自転車等は入園で
きません。

問 青少年課☎366−7464
□
（当日は、
こども祭り実行委員会☎090−1773−7464）
※催し物は都合により内容・時間が変更になる場合が
あります。

●中央ステージショー

子どもたちによる太鼓・吹奏楽・ダンスなどの
ショーを楽しもう
●風船マジック

棒風船で、いろいろな動物などを作って楽しもう
●ボーイ・ガールスカウト

丸太を使ったモンキーブリッジでの冒険と、
楽しいクラフト遊びをしよう

●チャレンジランキング

いろいろなゲームにチャレンジ
して順位を競ってみよう
●ミニSL

ミニSLに乗って、会場内の広場を
一周しよう
●昔の遊び創作

竹とんぼ・竹馬・水てっぽうなどを作って、その場で楽しもう
他にも楽しい催しがいっぱいです！
●交通・防犯

白バイ・パトカーの展示。白バイに乗って
記念写真も撮れるよ
●防災

ウルトラ防災クイズ・起震車の体験・災害
備蓄米の試食などで、防災知識が学べるよ

レクリエーション、ゴールキック、
マジックショー、こども盆栽教室、
折り紙、バザー、こどもみこし、
手芸コーナー、こども茶道体験
教室、子育て相談と遊び、ホー
ルインワン、輪投げ他
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平成24年度

松戸市の予算をお知らせします
市の予算は、予算の本
体である一般会計の他、
特定の歳入を歳出に充て
る７つの特別会計、独立採
算を原則とする２つの企業
会計の３つに分かれていま
す。

内訳

※千万円単位になるよう、四捨五入しています。

歳入 1,278億3千万円
地方交付税

地方譲与税

36億5千万円（2.8%）

9億1千万円（0.7%）

地方消費税交付金

地方特例交付金
3億6千万円（0.3%）

38億円（3.0%）

県支出金

その他依存財源

68億9千万円（5.4％）

7億6千万円（0.5%）

依存
財源
520億 自主財源
9千万円
757億
（40.6％） 4千万円
（59.4％）

市債
110億4千万円（8.6％）

国庫支出金

訳

一般会計予算

平成２４年度当初予算

内

今年度の主な事業について紹介します。予算の規模は全体で、２,５９１億５,８５４万４
千円、前年度比０.９％減となりました。このうち、一般会計の総額は１,２７８億３千万円で、
前年度比１.５％増となっています。
平成２４年度は、後期基本計画に基づく第４次実施計画の2年目にあたります。従来
にも増して効率的な行財政運営を行い、市民ニーズに的確に対応していきます。
予算書・予算の概要は行政資料センターでご覧になれます。また、予算の概要は市
のホームページでも掲載しています。
財政課☎366−7076

市税
643億8千万円
（50.4%）

246億8千万円（19.3％）

一般会計予算
特別会計予算
国民健康保険
松戸競輪
下水道事業
公設地方卸売市場事業
駐車場事業
介護保険
後期高齢者医療
企業会計予算
水道事業
病院事業
合 計

1,278億3,000万円
1,096億7,376万2千円
496億 748万9千円
175億5,998万4千円
124億2,624万円
2億3,919万2千円
8,600万2千円
256億7,410万6千円
40億8,074万9千円
216億5,478万2千円
24億 344万3千円
192億5,133万9千円
2,591億5,854万4千円

予算に反映した削減額・増収額の実績（一般・特別・企業会計の合計額）
新年度予算では、前年度に比べ総額１億２,５00万円の見直しをしました。
歳出の削減
９,４00万円

人件費の抑制
内部管理経費（物件費等）の削減
将来の財政負担の抑制
補助費等の見直し他

4,800万円
2,100万円
500万円
2,000万円

歳入の確保
３,100万円

市有土地の売り払い
新たな財源確保他

3,000万円
100万円

市民１人当たりの平成２４年度予算額 ２６７,５５０円（一般会計）
その他自主財源

※人口は平成２４年１月１日現在４７７,７７９人。

36億5千万円（2.9％）

民生費
衛生費
教育費
総務費

使用料および手数料

繰入金

29億円（2.3%）

48億1千万円（3.8%）

歳出 1,278億3千万円
消防費

119,517円
27,337円
25,892円
24,726円

土木費
公債費
消防費
その他

23,268円
22,141円
14,162円
10,507円

主な事業の予算額

67億7千万円（5.3%）

その他

公債費

50億2千万円（3.9%）

105億8千万円（8.3%）

土木費
111億2千万円（8.7%）

民生費
571億円（44.7%）

総務費
118億1千万円（9.2%）

連携型地域社会の形成を目指して
○行政サービスセンター管理運営業務…１,４２６万円
利便性向上のため、行政サービスセンターの土曜日開設を実施
○市民センターバリアフリー化推進業務…１億２,４００万円
五香市民センターエレベーター設置等工事および松飛台市民センターエレ
ベーター設置工事設計委託

豊かな人生を支える福祉社会の実現を目指して

使用料および手数料 市の施設等を使用した人や、特定のサービスを受けた人からの対価

○老人福祉センター施設整備業務…２億５,０００万円
常盤平老人福祉センターの新設
○民間保育所建設費補助金…４億５,０００万円
民間保育園の新設２施設（高塚新田・常盤平）に対する補助
○放課後児童クラブ管理運営事業…３億５,８５７万円
移設２カ所（六実第三小・牧野原小学校内）
○不妊治療助成事業…３,０１０万円
不妊治療の費用の一部を公費負担

その他自主財源

諸収入・分担金および負担金等

次代を育む文化・教育環境の創造を目指して

過去に実施した
校舎耐震改修の様子

国庫支出金

国が交付する負担金・補助金・委託金

市債

市が国や金融機関等から長期に借りるお金

県支出金

県が交付する負担金・補助金・委託金

○国際理解教育推進関係経費…４,９２５万円
○小・中・高等学校校舎等大規模改造耐震改修事業費…４億７,６６０万円
○
（仮称）関台小学校新設事業設計委託費…３,９６０万円
○高等学校教室棟他空調機設置工事費…６,２２０万円
○戸定歴史館企画展開催事業費…１４２万円
企画展「德川昭武のヨーロッパ体験」
○博物館企画展等開催事業費…１,４０３万円
企画展「東日本の古墳と渡来文化」他

昨年度の
放射線対策の様子

教育費
123億7千万円（9.7%）

衛生費
130億6千万円（10.2%）

歳入の説明
市税

市民税・固定資産税・市たばこ税・都市計画税等

繰入金

特別会計・基金から受け入れるお金

地方消費税交付金

地方消費税のうち市町村分として県から交付されるもの

地方交付税

市が標準的な仕事をしていく上で必要な経費を算出し国から交付されるもの

地方譲与税

国税として徴収する自動車重量税等から配分されるもの

地方特例交付金

国の施策による減収を補塡
（ほてん）
するため交付されるもの

その他依存財源

自動車取得税交付金・利子割交付金等

安全で快適な生活環境の実現を目指して

歳出の説明
民生費 保育所運営等の子どものための支援や高齢者、障がい者等への福祉サービスに使う費用
衛生費 検診、予防接種等保健衛生の充実やごみ対策等に使う費用
教育費 小・中学校の運営、校舎の耐震改修、図書館や博物館の運営等、教育や文化スポーツ振興に使う費用
総務費 市役所の事務管理や広報まつどの発行等に使う費用
土木費 道路・河川・公園等都市基盤の整備に使う費用
公債費 市債の返済に使う費用
消防費 消防や防災対策等に使う費用
（放射能除染対策事業費等）
など
その他 議会費・商工費・災害復旧費

性質別歳出予算（歳出予算の特徴を違った観点から見るために性質別に分けた予算）

○放射線対策に要する経費…31億8,883万円
市民の安全・安心のため、放射線量の測定および低減対策に取り組む
○和名ケ谷クリーンセンター基幹整備事業…４億３,５００万円
老朽化した基幹的施設について改修または更新を行う
○小金消防署建設事業…３億５,３４９万円
老朽化した小金消防署を移転して建て替えを行うことにより、基幹的消防署
としての機能の充実・強化を図る
○通信体制整備事業…２億４,０００万円
老朽化した防災行政無線のデジタル化を図る

魅力ある都市空間の形成と産業の振興を目指して

7.9%

○交通バリアフリー整備業務…１億４,０２０万円
松戸駅西口の主要な道路について電線地中化およびバリアフリー化整備を実施
○街路事業費…５億３,２０８万円
市施行３路線（三矢小台主水新田線、横須賀紙敷線、和名ケ谷紙敷線）・
県施行１路線（葛飾橋矢切線）
○戸定が丘歴史公園拡充整備業務…２億７,６６７万円
旧福島県学生寮跡地を活用し、公園用地拡充を行う

91億7千万円

7.2%

都市経営の視点に立った行財政運営を目指して

その他（補助費等、維持補修費、投資および出資金、予備費など） 138億2千万円

10.8%

区

分

金 額

構成比

扶助費（生活保護費、各種措置費等）

373億円

29.2%

人件費（職員の給与や議員報酬等）

273億7千万円

21.4%

物件費（消耗品費、光熱水費、委託料等）

194億4千万円

15.2%

公債費（市債の返済金）

105億8千万円

8.3%

繰出金（一般会計から特別会計や基金へ繰り出すもの）

101億5千万円

普通建設事業費（公共施設の新増設等の経費）

○後期基本計画進行管理事業…６５９万円

市のホームページ・公式twitterの他、まつどニュース（市役所・各支所等に掲示）で市内の放射線量測定結果をお知らせしています。

2
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市では、経済情勢の低迷により雇用状況が悪化していることから、
「若
者就職個別相談室」と「労働相談室」を開設しています。また、障が
い者の雇用機会を拡大するため、障がい者の職場実習に奨励金を支給
しています。
さらに、若年者就労支援として、若年者職業訓練講座助成金を支給
していますので、ぜひご活用ください。

若者就職個別相談室

監査結果を公表します

平成 年1月 日及び 日に実施した監査の結果
︵ 概要 ︶
を公表します︒
平成 年2月 日
松戸市監査委員 池田 明
同
三好 徹
同
市川 恵一
同
石川 龍之
工事監査
●監査対象工事
松戸市小金市民センター改修工事
●監査の結果
設計・施工等監査対象事項に係る監査結果は︑適切であ
ると認められた︒
行政監査
●監査のテーマ
公の施設に係る指定管理者制度について
●監査の結果
指 定 管 理 者の指 定 手 続き︑ 協 定の締 結 方 法 ・ 内 容 ︑ 業
務の履 行 確 認 ︑ 実 績の評 価は︑法 律 及び条 例 等に基づき概
ね適正かつ公平に制度の運用が行われているが︑管理代行料
の積 算 方 法や協 定 書の記 載 方 法などの一 部 事 項について是
正・改善または検討を要するものが認められた︒
※監査結果の全文は︑
行政資料センターおよび市のホームペー
ジ
︵アドレスは一面右上参照︶
で閲覧できます︒
□
問監査委員事務局☎ ・７３８５

雇用関連
雇
用関連の施
施策
策を
を行っています
行っています
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29
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366

27

要申込

毎 月 第1・4水 曜 日 と 第2土 曜 日 各
15時〜19時の間の50分間 会場勤労
会館 内容キャリアカウンセラーとの
個別相談、就職活動のノウハウや情報
の提供 対象おおむね15〜 35歳の就
職に悩む若者やその保護者 定員1日
4人 費用無料
申 電話で商工観光課労政担当☎366−7327へ
□

松戸市労働相談室

〔仮称〕
「松戸市放射能対策総合計画（案）」

毎週月・木曜日（第3木曜日を除く）13時〜17時 会場勤労会館
内容社会保険労務士による賃金・採用・解雇・労使問題等の窓口・電
話相談 対象市内在住・在勤の人 費用無料
問 同相談室☎365−9666
□

障がい者の職場実習に奨励金を支給
障がい者を職場実習で受け入れた事業主に対し、奨励金を支給します。
要件①障がい者を5日以上受け入れたこと②松戸公共職業安定所または
市の指定する施設の紹介によること③障がい者が市内在住であること
奨励金額障がい者1人につき1回2万円
問 商工観光課労政担当☎366−7327
□

若年者の職業訓練講座受講料を一部助成
正規雇用を目指している若年者に対して、就労に必要な知識や技能
の習得・向上を目的とした講座の受講料を一部助成します。
対象市内在住の35歳未満の失業者
※助成の対象は市指定講座に限ります。
問 商工観光課労政担当☎366−7327
□

策定に向けた
タウンミーティング
を開催します
市 で は、平 成24年3月 に「松 戸
市除染実施計画」を策定し、今後
除染を実施していくところです。
これに続き、放射能対策全般に
係る計画として、除染実施計画に
加えて「食物安全」
「健康管理」
「廃
棄物処理」の4つの分野をまとめ
た総合計画の策定に向けて取り組
んでいます。そこで、多くの意見
を伺うため、右記会場・日程でタ
ウンミーティングを開催します。
問 放 射 能 対 策 課☎047−704−
□
3994

問

定員（先着）

市民会館
（本庁管区）

100人

常盤平市民センター
（常盤平支所管区）

4/26㈭
17:00〜18:30

150人

小金市民センター
（小金支所管区）

4/20㈮
17:00〜18:30

90人

小金原市民センター
（小金原支所管区）

4/24㈫
17:00〜18:30

100人

六実市民センター
（六実支所管区）

4/25㈬
15:00〜16:30

150人

東部市民センター
（東部支所管区）

4/25㈬
19:00〜20:30

90人

新松戸市民センター
（新松戸支所管区）

4/19㈭
17:00〜18:30

150人

二十世紀が丘市民センター 4/23㈪
16:00〜17:30
（矢切支所管区）

90人

4/18㈬
17:00〜18:30

100人

場

八ケ崎市民センター
（馬橋支所管区）

工事別地元負担額（概算）
工事種別

舗装工事

私道の舗装・側溝敷設・手すり設置の
□ 建設総務課☎366−7357
工事費を助成

開催日時
4/24㈫
10:00〜11:30

会

現況道路
舗装

表層（アスファルト）

両端が公道に
接する道路

一端が公道に
接する道路

1,500円／㎡

2,100円／㎡

側溝工事

対象となる私道次の①〜⑥の条件を全て満たしていること①幅員が原則4m以上
＋路盤（砕石）
未舗装
1,200円／㎡
1,700円／㎡
②両端または一端が公道に接している③築造から5年以上経過④5世帯以上の住
コンクリート
現地設計
居が隣接⑤工事に支障となる物件がない⑥側溝敷設については、公道等の排水
Ｕ字溝敷設（フタ付き）
7,200円／m
10,000円／m
施設に接続が可能
※排水勾配が取れない場合等は現地設計となります。
※部分的な補修の申請はできません。
※現地の状況により、集水桝設置等別途費用が掛かる場合があります。
工事の申請者私道敷地の所有者等の総意に基づき一切の権限を委任された人ま
手すり工事（ステンレス）
現地設計
たは私道敷地等の管理について組合等が設立されている場合はその長
受付期間5月1日㈫ 〜31日㈭
※現地の状況により工事の可否、設計、金額が変更になります。

12

6/14㈭ テクノ21
8/24㈮ 五香消防署
9/15㈯ テクノ21
10/17㈬ 五香消防署
12/16㈰ 消防局
1/22㈫ テクノ21
2/15㈮ 消防局

13
14

271

26

27

13

30

366

時間を24時間表記に統一しています。

21

24
28

は協働事業です

20

23

30

■ 第 ２次 松 戸 市 協 働 推 進 計 画
を策定しました

11

25

市 で は︑
﹁協働のまちづくり条
例﹂に基づき平成 年に策定され
た﹁第１次松戸市協働推進計画﹂
の見直しを行い︑平成 〜 年度
を計画期間とする﹁第２次松戸市
協働推進計画﹂を策定しました︒
この計画は︑まちを構成するさ
まざまな主体が各役割を果たして
まちづくりを担い︑お互い協力し
て地域課題の解決に取り組む﹁協
働﹂により︑豊かで活力ある地域
社会の実現を目指すものです︒
閲覧方法市のホームページまた
は 協 働 推 進 課・ ま つ ど 市 民 活 動
サポートセンター・行政資料セン
ター・図書館・各支所で閲覧でき
ます︒
協働推進課☎ ・７０６２

10

11

366

27

■介護相談員を募集

25

24

366

市等からのお知らせ

11

5/20㈰ 五香消防署

春のエコクッキング教室

363

4/25㈬ 消防局

アースコン・マツドのエコ料理
教室です︒食材を無駄なく使い切
り︑水やエネルギーを節約して︑
家計と地球にやさしい料理を体験
してみませんか︒
４月 日㈬９時 分〜 時 会
場京葉ガスショールーム 内容五
目ちらしずし・お汁物・含ませ煮
他︵食材入手の都合により︑一部
メニュー変更あり︶ 定員先着 人
費用８００円
電話で環境計画課減ＣＯ２担当
室☎ ・７０８９へ

30

会 場

■平成 年度普通救命講習会
︵応急手当の基礎コース︶

50

時間各９時〜 時 対象市内在
住・在勤・在学の中学生以上 定
員各先着 人 費用無料 ※当日
に修了証を発行します︒上級救命
講習会は︑７・ ・３月を予定︒
４月 日㈪９時から︑電話で消
防救急課☎ ・１１１５へ

10

■介護予防教室﹁ケナフの紙す
きと絵手紙を楽しもう﹂

394

16

実施日

任期７月〜平成 年６月 内容
①介護保険サービス提供施設等の
訪問︵月４回程度︶②活動報告書
の提出③連絡会に出席︵毎月第１
月曜日︶④養成研修会の全日程に
参加︵７月 日㈪〜 日㈭︑８月
日㈪︶ 応募資格介護保険事業関
係者以外の市内在住者 募集人数
２人 報酬月１万２千円 ※４月
日㈬ 時〜 時︑ 時〜 時に︑
ゆうまつどで説明会を開催します
︵要予約︑各先着 人︶
︒
５ 月 日 ㈮︹ 必 着 ︺ ま で に︑
履 歴 書 と 応 募 の 動 機︵ ４ ０ ０ 字
詰め原稿用紙 ２枚以内︶を〒
８５８８松戸市役所 介護給付担
当室︵☎ ・７０６７︶へ ※応
募書類は返却しません︒

3

12

■
﹁松 戸 市 自 治 体 経 営 白 書 ﹂を
発行しました

総合計画の進捗状況と財政状
況︑行財政改革の状況をまとめ︑
市の経営状況について記載した﹁松
戸市自治体経営白書﹂を発行しま
した︒市のホームページに掲載し
ている他︑行政資料センター︑各
支所︑市立図書館︵本館・分館︶
で閲覧できます︒
政策調整課☎ ・７０７２

366

５ 月８日㈫
時〜 時 会場
常盤平市民セン
ター 講師松戸
ケナフの会 対
象 歳以上 定員先着 人 費用
無料
電話で常盤平地区在宅介護支援
センター☎ ・５２２５へ

■防災無線で行方不明高齢者
の探索を行っています

行方不明高齢者に関する情報提
供は︑最寄りの交番または警察署
へ連絡をお願いします︒３月の放
送はありませんでしたが︑今後と
もご協力をお願いします︒
介護予防推進担当室☎ ・
７３４３
366

65

●広報まつど 2012 年（平成 24 年）4 月15 日

「介護支援ボランティア」
登録説明会を開催します

「レッツボランティア」要申込
講座を開催します

「介護支援ボランティア」は、高齢者の皆さんがボランティア活動を通
じて社会参加や地域貢献をするとともに、ご自身の健康増進を図り介護
予防につなげることを目的とする事業です。
市内の特別養護老人ホーム等でボランティア活動を行い、その実績に
応じて付与されるポイント数に対して年間最大5,000円の交付金を受け取
ることができます。
参加を希望する人は、登録説明会にご参加ください。9月以降の登録説
明会の日程は、あらためてお知らせします。

ボランティア活動が楽
タイトル
内 容
日程
しくできるような相談や、
はじめての
ボランティア活動について
活動に役立つミニ知識と 4/26㈭ ボランティア活動 の心構えと活動紹介等
技術を学ぶことができま
車いす・高齢者疑似・見え
す。ぜひご参加ください。
福祉体験に
ない体験を通じて、対象者
6/14㈭
チャレンジ
への具体的なサポート方法
時間13時30分〜15時30
を習得
分 会場（社福）松戸市社
会福祉協議会 定員各先着30人 費用無料
申 電話で同会ボランティアセンター☎362−5963へ
□

社会福祉協議会の
協力会員基礎研修会を開催

要申込

日

要申込

会

時

場

申し込み締め切り日

5/10㈭

松戸市社会福祉協議会（総合福祉会館内）

4/27㈮

6/1㈮

13:00〜
7/10㈫ 15:00

常盤平市民センター

5/25㈮

松戸市社会福祉協議会

7/3㈫

8/1㈬

新松戸市民センター

7/25㈬

対象次の全てを満たす人①市内在住の65歳以上②要介護
（要支援）
認定を
受けていない③介護保険料に未納・滞納がない 定員各先着50人 持ち
物筆記用具、印鑑
申 各説明会の締め切り日までに、電話で
□
（社福）
松戸市社会福祉協議会地域
福祉推進センター☎362−5963へ

高齢者や障がい者の在宅生活を支える有償の家事・介護サービスを行う協力
会員を養成します。
5月9日〜6月13日の毎週水曜日13時30分〜16時30分 会場
（社福）
松戸市社
会福祉協議会 対象市内在住・在勤の20歳以上 定員先着40人 費用500円
申 電話で同会ふれあいサービスセンター☎368−2941へ
□

第7期

緑推進委員会の委員を募集します

子 育 て 支 援 人 材 バンク登 録 者
を募集しています

市内の緑の保全および緑化の推進に関する基本的な事項を、市民・
企業・行政が一体となって調査・審議するために、
「松戸市緑の条例」
により松戸市緑推進委員会を設置しています。
委員の任期は2年で、現委員が今年6月で任期満了となりますので、
新たに7期の委員を募集します。多くの皆さんの応募をお待ちしてい
ます。
応募資格市内在住の18歳以上で、平日の会議（年4回程度）に参加で
きる人 募集人員6人 選考方法レポートを参考に選考
申 5月15日㈫〔消印有効〕までに、魅力ある緑のまちづくりについて
□
の具体的な活動提案や取り組みについての意見、ご自身の体験談など
を原稿用紙3枚程度（約1,200字）にまとめたレポートを同封の上、
住所・氏名・年齢・性別・電話番号を記入して、直接または郵送で
〒271−8588松戸市役所 みどりと花の課（☎366−7378）へ

問 子育て支援課☎366−7347
□

放課後児童クラブ、放課後KIDSルーム、
おやこDE広場など、市の子育て支援施設
でスタッフとして働きたい人を「松戸市子
育て支援人材バンク」に登録しています。
現在お持ちの資格を生かして、地域の子
育てを支える人をお待ちしています。
●対象教員・保育士・幼稚園教諭・看護師
の資格を持つ満20歳以上で市内在住の人
●採用までの流れスタッフに空きが出た際、求人条件に合った登録
者に施設を運営している法人から直接連絡があります。法人と面接
等を行い、勤務条件等で双方が合意した場合に採用となります。
●就労先施設●放課後児童クラブ、放課後KIDSルーム ●おやこDE
広場、E−こどもの森・ほっとるーむ、地域子育て支援センター
●こども館
●保育所（園）
〔時間外非常勤職員等〕
●登録方法登録申請書（市のホームページからダウンロード可）と
資格証明書の写しを直接子育て支援課へ。申請書類の受理をもって
登録となります
※就労先施設は、社会福祉法人やNPO等が運営しており、採用は各
運営法人となります。
※当バンクは、就労を約束するものではありません。従って、ご登
録されても条件によっては求人の連絡が来ないことがありますので、
あらかじめご了承ください。

366

10

26

23

25

24

15
時間を24時間表記に統一しています。

366

市等からのお知らせ

23

■ きれいな川を守るために油類
の適切な取り扱いにご協力を

30

︿こんなことに気を付けて﹀
台所で使用済みの天ぷら油等の
油類を流さない
ストーブ等の残灯油は適正に処
分する
自動車等の機械類の整備で生じ
る廃油は︑適正に処理する
油水分離槽を適正に管理する
環境保全課水質保全係☎ ・
７３３７

26

■４月の福祉ショップ

４月 日㈪〜 日㈭各９時〜
時 分 会場市役所１階連絡通路
内容ビオラ工房・豆のちから・夢
はうす・どり〜む︵ 日・ 日︶
︑
グリーンハウス・わかば園︵ 日・
日︶
障害福祉課☎ ・７３４８

■㈶松戸市国際交流協会賛助
会員を募集

366

31

366

■ 松 戸 市 障 害 福 祉 計 画︵ 第 三
期︶についてのパブリックコメ
ント
︵意見募集︶
手続実施結果を
公表

16

25

内容①市民の皆さんから寄せら
れた意見の概要②意見に対する市
の考え方③松戸市障害福祉計画︵第
三期︶ 公表方法市のホームページ
への掲載︑障害福祉課・健康福祉
会館・行政資料センター・支所で
の閲覧
障害福祉課☎ ・７３４８

50

366

■緑の募金にご協力ください

365

公益社団法人千葉県緑化推進委
員会による緑の募金運動は︑学校
や広場等への植樹を進め︑緑豊か
な郷土の建設を図るという従前の
目的に加え︑東日本大震災被災地
域の緑化・森林整備の支援も行っ
ていきます︒
期間４月 日㈬〜５月 日㈭
会場農政課︑各支所
農政課☎ ・７３２８

30

10

■ＮＰＯ立ち上げ相談

30

５ 月９日㈬ 時〜 時 会場ま
つど市民活動サポートセンター
定員先着５団体︵各組 分︑要予
約︶ 費用無料
電話で同センター☎ ・５５２２へ

12

■火災で使用した消火器の薬剤
詰め替え・買い替えに対する補
助制度が始まりました

366

第6期緑推進委員会は、平成
22年10月から24年2月の間に、
計7回の会議を開催しました。
今期の委員会では、平成22年
10月6日付けで行われた「21世
紀の森と広場の魅力アッププラ
ンづくり及び街区公園の再整備
について」の市長からの諮問に
ついて審議を重ね、6月に委員会から市長に答申する予定です。

同 協 会 で は︑ 国 際 交 流 パ ー
ティー・国際文化祭・初級外国語
講座等︑外国人と日本人が気軽に
交流できるイベントを行っていま
す︒﹁外国人の友だちを作りたい﹂
﹁日本以外の国についてもっと知
りたい﹂という皆さん︑賛助会員
と し て 入 会 し て み ま せ ん か︵ 通
訳・翻訳ボランティアなどの登録
もあり︶︒
賛助会費年度ごと３千円︵個人
会員︶他
直接同協会︵市役所本館３階︑
・７３１０︶へ

11

☎

21

20

■ Ｍ Ｉ Ｅ Ａ︵ み い あ ︶世 界 め ぐ
り
﹁アメリカの話を英語で聞い
てみよう﹂

４月 日㈯ 時〜 時 分︵
時 分から︑協会賛助会員の新年
度入会案内あり︶ 会場国際友好
ル ー ム︵ 松 戸 ビ ル ヂ ン グ ４ 階 ︶
講師ＭＩＥＡ会員・ウィリアム・
グリーナウォルト氏 定員先着
人︵ 会 員 優 先 ︶ 費 用 ３ ０ ０ 円︑
会員無料
４月 日 ㈮ までに︑電 話で㈶ 松
戸市国際交流協会☎ ・７３１０へ
30

４月から︑市内で発生した火災の
消火協力に消火器を使用した場合の
消火薬剤詰め替えまたは買い替えに
対し︑
費用の一部を補助しています︒
※補助対象外の場合もあるので︑詳
細はお問い合わせを︒
消防局予防課☎ ・１１１４

366

■歯科衛生士の臨時職員を募集

業務内容幼児の健診および歯科
健康教育 対象おおむね 歳以下
の有資格者︑小児歯科勤務経験者
募集人数若干名 ※市内の医療機
関に勤務している人はご遠慮くだ
さい︒
中央保健福祉センター☎ ・
７４８９
60

363

こんな活動をしています！

4
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平成23年中に発生した

自転車の事故防止に努めましょう

主な自転車事故の例
事故例 1

近年、自転車の危険な走行が社会問題化しています。自転車には免許取得の必要が無いため、遵
守しなければならない交通ルールの知識を得る機会が限られています。こうしたことが、歩行者と
同じ感覚のまま自転車を運転してしまい、さまざまなトラブルを起こす原因の一つと考えられます。
平成23年中に市内で発生した交通事故発生件数は1,478件でしたが、このうち自転
転
車が関係する事故は461件です。自転車が関係した事故のうち、自転車対歩行者の事故
故
は11件、車対自転車の事故は359件です。自転車を運転する人が、あと少しだけ周囲
囲
の状況を把握して気を付けていれば、防げたと思われる事故も多くあります。
日頃の運転を見直し、自転車事故防止に努めてください。
問 生活安全課☎366−7341、松戸警察署☎369−0110、松戸東警察署☎349−0110
□
0

信号のある交差点で、青
信号で右折しようとした車
と車道右側を直進してきた
自転車がぶつかった事故（自
転車が車道の左側を走行し
ていれば事故は防げた）

自転車が守らなければならない主なルール

信号の無い交差点で、一
時停止・安全確認をせず直
進した自転車と車がぶつか
った事故（自転車が一時停
止・安全確認をしていれば
事故は防げた）

自転車は車道が原則、
歩道は例外

車道は左側を通行
罰則

罰則

3カ月以下の懲役ま
たは5万円以下の罰
金

3カ月以下の懲役ま
たは5万円以下の罰
金

飲酒運転は禁止

事故例 3

5年以下の懲役または
100万円以下の罰金
※酒に酔った状態で運転
した場合。

信号の無い見通しの悪い
交差点で、自転車と歩行者
が出合い頭にぶつかった事
故（自転車の前方不注意、
他に気を取られていたため
に起きた事故）

罰則

罰則

歩道は歩行者優先で、
車道寄りを徐行
2万円以下の罰金ま
たは科料

夜間はライトを点灯

信号を守る
罰則

罰則

5万円以下の罰金

3カ月以下の懲役ま
たは5万円以下の罰
金

交差点での一時停止と
安全確認
罰則

罰則

2人乗りは禁止
（6歳未満の子どもを乗せる
等の場合を除く）

2万円以下の罰金ま
たは科料

2万円以下の罰金ま
たは科料

平成24年度 計量器定期検査

罰則

罰則

（
「並進可」の標識のある場所
を除く）

上下水道使用料等の
徴収・収納業務を委託しました

問 消費生活課計量担当☎366−7329
□

商取引・証明用のはかりは、計量法により検査が義務付けられています。家庭用は
かり（ヘルスメーター、キッチンスケール）の無料検査も同時に実施します。
計量器定期検査日程表

5

6

検査会場
青少年会館
小金北市民センター
小金市民センター
小金原体育館
六実支所
常盤平市民センター
市役所計量検査室

27

10

10

20

50
12

095
844

852

18

12/13㈭ 市役所新館8階会議室

22

■ ね ん り ん ピ ッ ク 宮 城・ 仙 台
２０１２参加選手を募集

366

11

2/14㈭ 常盤平市民センター
3/14㈭ 常盤平市民センター

16

20 23

19

17 12

366

50 17

10

開催期間 月 日㈮〜 日㈫
参加資格県内在住の 歳以上 募
集種目ゴルフ
５月 日㈭︹必着︺までに︑申
請書︵高齢者福祉課で配布︶を直
接または郵送で〒
８５ ８８松
戸市役所 高齢者福祉課︵☎ ・
７３４６︶へ

5

11/8㈭ 市役所新館8階会議室

56

SMBCファイナンスサービス㈱

市内イベントなどを通して松戸
の魅力を発信する︑学生観光サポー
ター養成講座受講生を募集しま
す︒講座では︑松戸市の観光資源
等について学びます︒
４月 日〜 月 日の毎週月曜
日 時 分〜 時 分︵夏季休暇
中は除く︶ 会場流通経済大学新松
戸キャンパス 対象市内在住・在
学の大学生等 定員先着 人程度
４月 日㈭までに︑電話または
Ｅ メ ー ル に 名 前・ 年 齢・ 住 所・
電 話 番 号・ 学 校 名 を 記 入 し て︑
商 工 観 光 課 ☎ ・ ７ ３ ２ ７︑

45

9/13㈭ 新松戸市民センター
10/13㈯ 市役所新館8階会議室

mcshoukoukankou@city.
へ
matsudo.chiba.jp

20

8/9㈭ 常盤平市民センター

■ごみツアー

19

7/12㈭ 新松戸市民センター

５月 日㈫８時 分〜 時
コース市役所地下玄関集合↓資源
リサイクルセンター↓日暮クリー
ンセンター↓民間資源化施設↓和
名ケ谷クリーンセンター↓市役所
解散︵ツアー中︑生ごみ処理容器
等補助制度についても相談可︶
対象市内在住の人︵乳幼児の参加
は不可︶ 定員先着 人 費用無
料 ※参加者が 人未満の場合は
中止︒ 人以上の団体は随時募集
中︒開催希望日の２カ月前までに
相談してください︒
４月 日㈮までに︑電話で環境
業務課☎ ・７３３２へ

365

■車座ＤｅＢａｎｄａ

４月 日㈬ 時〜 時 分 会
場ゆうまつど 内容高齢者に関す
る地域課題をテーマとする意見交
換 費用無料
電話でまつど市民活動サポート
センター☎ ・５５２２へ
25

366

県営水道給水区域内の下水道使用料・
市営水道給水区域内の上下水道料金の収納業務

■長崎で原爆や平和に関する
取材を行う親子記者を募集

271

会 場

6/9㈯ 市役所新館8階会議室

16

第一環境㈱

問 下水道維持課料金担当室☎366−7394
□
水道部総務課☎341−0430

5/12㈯ 市役所新館8階会議室

10

県営水道給水区域内の下水道使用料・
市営水道給水区域内の上下水道料金の徴収業務

■学生観光サポーター養成講座
受講生を募集

10

開催日

委託先

期間８月８日
㈬ 〜 日 ㈯︹ ３
泊 ４日︺ 対象市
内在住の小学４
年生以上とその
保護者 募集人
数 全 国 自 治 体 か ら ９ 組 人︵ 抽
選︶※交通費・宿泊代等は補助︒
５月７日㈪
︹消印有効︺
までに︑
ハガキに住所・氏名︵ふりがな︶
・
性別・学校名・学年・電話番号・
保 護 者 名︵ ふ り が な ︶
・ 性 別・ 印
鑑押印・平和を願う一言メッセー
ジ を 記 入 し て︑ 〒
８ １ １７ 長
崎市平野町７の８長崎市平和推進
課内 日本非核宣言自治体協議会
事務局︵☎ ・ ・９９２３︶へ
※同協議会のホームページからも
応募できます︒

10

委託業務

■木造住宅耐震相談会

23

郵便番号が270で始まる地
区（稔台、稔台1〜8丁目、
和名ケ谷、紙敷、紙敷1〜3
丁目、東松戸1〜4丁目、高
塚新田、秋山、大橋、仲井
町1〜3丁目、松戸新田、野
菊野は除く）

期間4月1日〜平成25年3月31日

時間各10時〜15時
持ち物使用中のはか
り・申請書・手数料
※検査対象地域（左
記）以外の地区は、平
成25年度に実施しま
す。

時間各 時〜 時 内容昭和
年以前に建築した︑木造在来軸組
構法の住宅︵地上２階建て以下︶
の簡易耐震診断 費用無料 ※当
日は自宅の平面図︵間取り図︶を
必ずご持参ください︵予約制︶
︒
電話で建築指導課☎ ・
７３６８へ

20

検査対象地域

■初心者の為のトレーニング
マシン説明会

５月 日㈬９時〜 時 会場運
動公園トレーニングルーム 対
象 成 人 定 員 人︵ 抽 選 ︶ 費 用
２１０円︵施設利用料︶
４月 日㈮︹必着︺までに︑往
復ハガキに教室名・住所・氏名︵ふ
りがな︶・生年月日・電話番号・
性 別・ 返 信 宛 名 を 記 入 し て 〒
００６４松戸市上本郷４４３４松
戸運動公園内 スポーツ課振興班
︵☎ ・９２４１︶へ
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自転車を駐輪する場合は、 自転車は、移送保管しています
自転車駐輪場に置き、歩
行者や他の車両等の通行
を妨げないようにしましょ
う。
歩道上や点字ブロックの
上等に駐輪したり、車道
に倒しておいたりしない
でください。

5万円以下の罰金

並進は禁止

期日
24㈫〜26㈭
7㈪
8㈫・9㈬
15㈫〜17㈭
22㈫〜24㈭
29㈫〜31㈭
26㈫〜28㈭

自転車は、決められた場所に駐輪するように
しましょう
放置禁止区域内に放置された

傘差し運転・携帯電話
等使用・ヘッドホン等
使用禁止

3カ月以下の懲役ま
たは5万円以下の罰
金

月
4

事故例 2

31

10
12

271

60

16

366

放射線測定器の貸し出し・個人敷地などの放射線量測定の電話予約番号は☎047−704−3987です。お掛け間違いのないよう、お願いします。
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申 4月23日㈪〔必着〕までに、往復ハガキに講座名・郵便番号・住所・氏名（ふりが
□

「講座サポーター」を募集

な）・年齢・電話番号・返信用宛名を記入して、〒271−0094松戸市上矢切299の1総
合福祉会館内 公民館へ
※往復ハガキ１枚につき1講座（本人のみ）の申し込み。連名での応募はできません。
※応募多数の場合は抽選。定員に満たない場合は4月24日㈫から電話で受け付け。
※駐車場はありません。電車・バス等公共交通機関をご利用ください。

市民大学講座と成人講座では、受講希望者の中から「講座サポー
ター」を募集します。
各講座2人まで。講座開始45分前に集合して会場の設営や受け付け
等の講座補助をお願いします。なお、講座サポーターを希望する場合
は、応募ハガキに「講座サポーター希望」と記入してください。

まつど生涯学習大学講座〔全18回〕 要申込（上記参照）

市民大学講座

60歳以上の人が参加できる講座です。改めて「松戸」や「暮らしに身近な問題」を学ぶことで、自己の
充実と地域での活躍に役立ててみませんか。また、地域ごとに班分けをし、地域の新たな仲間づくりを応援
します。

●正岡子規〜短歌を中心として〔全6回〕

日

内

程

容

講

師

開校式（オリエンテーション）・市長あいさつ
基調講演「広げようコミュニケーション」

人材支援コンサルタント・河内理惠氏

6/7㈭

松戸の歴史〜江戸時代から現代まで

日本旅のペンクラブ代表・山本鉱太郎氏

6/21㈭

笑顔で、いつまでも若々しく

7/5㈭

5/24㈭

内

日 程
① 5/7㈪

要申込
（上記参照）

容

講

② 5/21㈪ 上京と東京大学予備門入学
③ 5/28㈪ 退学、そして新聞「日本」入社
④ 6/4㈪

従軍記者として大連から金州へ

トータルライフ研究所代表・山神克允氏

⑤ 6/18㈪

短歌革新と「歌よみに与ふる書」・
与謝野鉄幹

今のうちからできるエンディングへの準備〜法律問題を中心に

弁護士・蒲田孝代氏

⑥ 6/25㈪

随筆から・墓誌銘

7/12㈭

ゴミの現状と資源循環型社会について

市環境計画課・環境業務課職員

9/6㈭

懐かしい日本を訪ねて〜スローな旅の楽しみ方

田舎ナビゲーター・石田磬氏

9/20㈭

健康で長生きするための秘けつ〜認知症予防を中心に

東京都健康長寿医療センター・宇良千秋氏

10/4㈭

介護保険と松戸市の高齢者保健福祉サービス

市介護支援課職員

10/18㈭

松戸市の防災と危機管理〜そのとき私たちは

市防災課職員

11/1㈭

松戸の見どころを自慢できるようになろう！

まつど観光大使・石上瑠美子氏

11/15㈭

次世代の子どもたちのために私たちができること

県人権推進委員会委員・有馬和子氏

11/29㈭

すぐに役立つ防犯対策

松戸警察署職員

12/6㈭

良い歯と入れ歯で、アンチエイジング！

日本大学松戸歯学部教授・那須郁夫氏

1/10㈭

人生笑いが一番！〜新春落語

未定

1/24㈭

松戸出身の宇宙飛行士・山崎直子さんの子ども時代の話

角野明人・喜美江氏

2/7㈭

昨今の葬儀とお墓事情

葬祭カウンセラー・二村祐輔氏

2/21㈭

学びを地域で生かすために

聖徳大学教授・清水英男氏

3/7㈭

閉校式・教育長あいさつ・修了証授与・修了記念コンサート

ハープ奏者・佐々木冬彦氏

●日仏両文学に見られる相似〜理論と作品
〔全6回〕
日

程

① 5/16㈬

③ 5/30㈬

④ 6/6㈬

⑤ 6/13㈬

⑥ 6/20㈬

公民館「ふるさと発見創造講座（専攻科）」要申込（上記参照）
松戸の自然・歴史・文化の中で、同じような分野に関心のある人たちで班を編成し、テーマを設定・調査
し、その魅力をまとめます。その成果を他の市民に伝え、継続して発展させる活動の企画・運営も行います。
日

内

程

容

日

程

容

5/16㈬

開校式・オリエンテーション・基調講演

5/23㈬

「水戸道中膝栗毛同好会」「坂川を歩こう会」
「江戸川研究会」に聞く

11/7㈬

研究内容のまとめ、講義「学びの成果をいかすために」

コース①古き松戸を訪ねて②坂川周辺の散策

11/14㈬

松戸の魅力を伝える講座を企画（企画手法を学ぶ）

5/30㈬
6/6㈬

7/11㈬

内

9/5㈬

班ごとの研究テーマの決定→学習プログラム作り

内

容

講

なま

12/5㈬

企画決定、広報原稿作成など

「樹の会」「緑のガイド隊」に聞く

1/30㈬

講義「実施に向けてのアドバイス」

6/13㈬

コース①松戸の樹を訪ねる散歩②緑のガイド

2月

講座実施予定

6/20㈬

研究テーマを出しあう、グループづくり①

3/6㈬

閉校式・報告書提出・修了証授与

6/27㈬

グループづくり②、研究（仮）テーマ決め

※上記以外に班別活動日（7月・9月・10〜12月）あり。

時間各10時〜12時 会場文化ホール他 講師聖徳大学教授・清水英男氏他
て通年で参加できる人） 定員30人 費用無料（交通費・教材費等実費）

対象市内在住の人（原則とし

師

文学と悪（1）〜サド「美徳の不運」
はん かい

青山学院大学
名誉教授・
文 学 と 悪（ 2 ）〜 サ ド 「 美 徳 の 不 植田祐次氏
と上田秋成「樊噲」

やぶはらけんぎょう

幸」と井上ひさし「藪原検校」
フランス自然主義〜エミール・ゾラ
「実験小説論」
・
「メダンの夕べ」
青山学院大学
名誉教授・
ふとん
日本自然主義〜田山花袋「蒲団」・ 内藤昭一氏
島崎藤村「破戒」
Ｂ.コンスタン「アドルフ」と森鷗
外「舞姫」
千葉商科大学
教授・
アベ・プレヴォー「マノン・レス 橋本克巳氏
コー」と谷崎潤一郎「痴人の愛」

時間各13時30分〜15時30分
④〜⑥勤労会館 定員50人

会場①〜③ゆうまつど

●流通経済大学連携「和歌の世界に遊ぶ」
〔全4回〕
日

程

内

容

講

班別研究活動の経過報告

③鮮魚街道を歩く

和洋女子大学
名誉教授・
川崎キヌ子氏

時間各10時〜12時 会場ゆうまつど 定員50人

② 5/23㈬

※講演会形式です。2回目以降は、設営・受け付け等は、班による当番制です。都合により、内容・講師等
が変更になることがあります。
時間各10時〜12時（5月24日は12時30分まで） 会場市民劇場 対象市内在住・在勤の60歳以上 定員
330人

師

松山時代・絶筆の三句とコラムから

師

① 6/23㈯

祭魚洞文庫について

流通経済大学教授・
和田律子氏

② 6/30㈯

百人一首の中のエピソー
ド、清少納言について

流通経済大学准教
授・立川和美氏

③ 7/7㈯

千葉県にゆかりのある和歌
の紹介、歌会始のデモンス
トレーション

早稲田大学教授・
兼築信行氏

④ 7/14㈯

百人一首について

国立国文学資料館教
授・寺島恒世氏

時間各13時〜14時30分
キャンパス 定員60人

会場流通経済大学新松戸

松戸市高校生 出場者募
集
英語スピーチコンテスト
スト
ト
第31回

期間

4/28㈯〜
6/10㈰
会場 博物館企画展示室

費用 無料

休館日 月曜日・第4金曜日
（祝・休日の場合は開館し翌日休館）

水道橋駿河台

歌川広重の大作「名所江戸百景」（復刻版）か
ら、約30点の錦絵を展示します。現代とは全く
異なる江戸時代の暮らしを紹介しますので、ぜ
ひお越しください。
問 同館☎384−8181
□

錦絵…浮世絵の多色刷り木版画のことを言います。多くの色を正確に刷り分け，錦のよ
うに華やかな彩りが楽しめることから、この総称が付きました。

8月25日㈯13時から 会場市民劇場 内容
内容5分以内の英語スピーチ（テー
分以内 英語 ピ チ（
マ自由） 対象市内在住・在学の高校生〔ただし次のいずれかに該当する人を
除く①母国語・公用語を英語とする国に通算1年以上または継続して6カ月以
上滞在した人（5歳までの滞在は除く）②英語で一般教育を行っている国際
学校へ通学した事がある、または通学している人③英語を公用語とする国出
身の父母・祖父母がいる人④当該コンテスト高校生の部入賞経験者〕
※入賞者は、平成25年3月予定の海外短期
派遣に優先的に参加可能（費用負担あ
り）。
申 6月14日㈭〜21日㈭〔必着〕の間に、
□
所定の用紙に必要事項を記入し、スピーチ
原稿（書類審査あり）を添えて、〒271−
8588松戸市役所内 ㈶松戸市国際交流協
会（☎366−7310）へ
※応募要領・用紙は同協会にあります。
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公 民館 の 講座
公民館特別講演会

「どうなる？!

要申込
（上記参照）

これからの日本」

日時7月5日㈭14時〜15時30分

成人講座

会場市民劇場

対象 市内在住・在勤・在学の人
費用 費用の記載のないものは無料
生涯学習マスコット
「マナビィ」

日

講師読売新聞特別編集委員・橋本五郎氏 定員300人
※一時保育あり（要予約、定員8人、おやつ代200円）。希望
する人は、往復ハガキに子どもの氏名（ふりがな）・生年月
日・性別・アレルギーの有無も記入してください。

時

内

容

会

講 師

定員

5/29、6/19、7/10、9/11、10/16、
11/13、12/11、1/22、2/19、3/12の
火曜日各14:00〜16:00

楽しく合唱しながら仲間づくり

市民劇場

声楽家・工藤和栄氏他

現代社会の危険から身をまもろう！
〔全3回〕

5/31㈭、6/14㈭・28㈭各10:00〜12:00

情報社会の落とし穴や護身術体験
など

勤労会館

日本消費生活アドバイザー・
有山雅子氏他

30人

遺言・相続の不安、解消しませんか？
〔全3回〕

6/6㈬・13㈬・20㈬各14:00〜16:00

エンディングノート・遺言書作
成・相続税について

常盤平市民センター

ファイナンシャルプランナー・
鷲山俊男氏

60人

家族の絆を考える〜人間関係を中心に
〔全3回〕
★

6/8㈮・15㈮・22㈮ 各10:00〜12:00

親子や夫婦など身近な人との絆を
見直す

ゆうまつど

臨床心理士・竹前ルリ氏

30人

6/8㈮・15㈮・29㈮各10:00〜12:00

親と子どもの心を育てるコミュニ
ケーション・食育他

6/28㈭、7/5㈭・13㈮各10:00〜12:00

週末
講座

場

音楽の広場
〜合唱の楽しみ
〔全10回〕※1

すこやか幼児のこころとからだをそだ
てよう〔全3回〕
※2 ★

夜間
講座

公民館☎368−1214（9時〜21時、第4月曜日は休館）

新しい自己の発見と充実した生活、人間関係の広がりを目指した学習の場として開催しています。 要申込（上記参照）

講座名

昼間
講座

各講座の参加者を募集します

小金保健福祉センター

280人

東京メンタルヘルスカウンセ
ラー・淵上規后子氏他

各10人

常盤平保健福祉センター

地形図から地域の
歴史を探る
〔全4回〕

6/15㈮・22㈮・29㈮、7/6㈮
各10:00〜12:00

地図の見方、地形図を片手に歩き
ながら地域史を知る

勤労会館他

元社会教育指導員・藤澤進三氏

20人

ドラマに学ぶ人間像〜秋山眞之、平清
盛の生き方〔全2回〕

6/21㈭・28㈭ 各14:00〜16:00

歴史上の人物から現代に通じる生
き方を学ぶ

市民会館

防衛大学教授・田中宏巳氏他

30人

今さら聞けない社会人のジョーシキ
〔全4回〕

6/8㈮・15㈮・22㈮・29㈮
各19:00〜20:30

ビジネススキルや資金計画を学び
不況時代の自己防衛を知る

ゆうまつど

元客室乗務員・石垣加代子氏他

30人

皆で朗読を楽しもう！〜初心者大歓迎
〔全10回〕

6/9・23、7/14・28、9/8・22、
10/13・20・27の土曜日
各13:30〜15:30
※希望者は11/3㈷に発表あり

発声の基礎から抑揚のつけかた・
間の取り方他

勤労会館他

朗読講師・石上瑠美子氏

30人

初夏の松戸の自然を
見直そう
〔全3回〕
※3

6/9㈯・23㈯、7/7㈯各10:00〜12:00

松戸の自然をレンズを通してとら
えてみませんか

ゆうまつど他

自然通信社・田中利勝氏他

30人

働く女性のための講座〜心も体もすっ
きり〔全4回〕
※4

6/16㈯・23㈯・30㈯、7/7㈯
各10:30〜12:00

働く女性の日ごろのストレスや疲
れを解消

市民会館

整体師・大野博氏他

20人

じゅこうしゃとそうだんのうえ、けってい

しょうがっこうていどのよみかき
をならいます

やぎりこうみんかん

しゃかいきょういくしどういん

しきじがっきゅう（識字学級）

1〜3人

★の講座は一時保育あり。希望する人は、往復ハガキに子どもの氏名（ふりがな）・生年月日・性別・アレルギーの有無も記入（おやつ代1回200円）
※1はテキスト代実費、※2は育児に悩んでいる2〜5歳の子どもを持つ保護者対象、※3はカメラ持参、※4は材料費800円

春 の 青 少年教
少 年 教室
教室名

日

時

会

場

申 4月25日㈬〔必着〕までに、往復ハガキに教室名・氏名（ふりがな）
・学年・住所・電
□

話番号・返信用宛名を記入して、〒270−0035新松戸南2の2 青少年会館へ
※定員に満たない教室は4月26日㈭から電話（☎344−8556）で受け付け。
※⑥Bの移動はバス（市役所発）か自家用車で。未就学児同伴不可。
内

容

講

師

対

象

定員

費用

①

なんでも体験団
〔全11回〕

5/12〜平成25年3/9の
毎月第2土曜日
各10:00〜11:30

青少年会館他

参加者で年間テーマや体験活動
内容を話し合い実行

青少年会館職員

小学3年〜中学3年生

15人

実費

②

キッズ・ミニバスケット
〔全4回〕

5/12〜6/2の毎週土曜日
各10:00〜11:30

青少年会館

仲間と一緒に基本やルールを学
びゲームを楽しむ

松戸バスケット教室・
武井直憲氏

小学4〜6年生

25人

無料

③

キッズ陶芸教室1
〔全4回〕

5/12・19、6/9・23の
土曜日
各14:00〜15:30

青少年会館

自分で考えた作品を作り、素焼
き・絵付け・本焼きをして作品
を完成させる

NPO子どもっとまつど陶
芸倶楽部

小学3年〜中学3年生

15人

500円

④

けしごむスタンプアート
〜母の日のオリジナル
カード作り〜

5/13㈰
A10:00〜12:00
B13:00〜15:00

ゆうまつど

自作のスタンプで母の日のオリ
ジナルメッセージカードを作成

スタジオSutaSuta・
荒川治子氏

A小学5・6年生
B中学生

⑤

レゴロボットを作ろう

5/20㈰
13:00〜16:30

青少年会館

レゴブロックで組み立てた自動
車をパソコンのプログラムで自
由に動かす

日本IBMスペシャリスト
チーム

小学5・6年生（キーボー
ド操作のできる人）

20人

無料

⑥

春の自然まるごと体験
〔全2回〕

A5/26㈯13:30〜15:30
B 6/23㈯10:00〜16:00

A21世紀の森と
広場
B浦安市内

A昆虫など身近ないきもの観察
B貝・カニなど干潟のいきもの
観察

A自然観察指導員・
田中玉枝氏
B浦安自然まるごと探検隊

小学生（2年生以下保護
者同伴）

18人

無料
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平成24年度

各種健康診査

★年に1回健康診査〔健（検）診〕を受けましょう。忘れず受診するため、誕生日等の記念日と健(検)診を
結び付けることをお勧めします。
★がんの早期は自覚症状がありません。定期的に検診を受けることが早期発見の最大のポイントです。積
極的に受診しましょう（肺がん、大腸がん、胃がん、乳がん、子宮がんの各検診を実施しています）。
★自覚症状のある人は、健（検）診ではなく、早めに医療機関で治療を受けてください。
★治療中の人は、医師とご相談ください。

問 保健福祉課健診担当室
□

☎366−7487

平成２4年度

がん検診集団日程一覧

①
【肺がん検診（結核住民健康診断）
・大腸がん検診】
◇対象年齢 ４０歳以上
月 日

受付時間

実施会場

5/7㈪

中央保健福祉センター

6/1㈮

小金保健福祉センター

6/13㈬

新松戸市民センター

本年度からの変更点

6/26㈫

中央保健福祉センター

35〜39歳の女性を対象に乳がん検診のエコー検診（集団）が始まります。

7/5㈭

常盤平保健福祉センター（ふれあい22内）

7/17㈫

六実市民センター別館

7/24㈫

中央保健福祉センター

受診の際は共通受診券の提示が必要です。忘れずにお持ちください。

9/3㈪

中央保健福祉センター

健（検）診の登録について

9/11㈫

小金保健福祉センター

ご注意

①特定健康診査以外（後期高齢者健康診査、女性の健康診査および各種がん検診等）は、登録制になって
います。健（検）診を希望する人で、登録が済んでない人は、市役所・各支所にある市民健康相談室で登
録手続きをお願いします。 ※登録後、
「共通受診券」と「健（検）診の案内」が送付されます。
②松戸市国民健康保険加入者（40〜75歳誕生日前日まで）は、胃がん検診の登録が別に必要です。

平成24年度

各種健康診査一覧
対象者

健（検）診種類

受診方法・期間（4月〜平成25年3月実施）
委託医療機関で随時

個別
特定健康診査

後期高齢者健康診査

40〜75歳誕生日前日までの松戸市国民
健康保険加入者

75歳の誕生日から（65〜74歳の一定の
障がい者も含む）

※国民健康保険加入者には別途市から通知します。
※国民健康保険以外に加入している人は、保険証に記載されて
いる医療保険者へお問い合わせください。
委託医療機関で随時

個別

松戸市国民健康保険（40歳以上）や、千葉県後期高齢者医療制度に加入している人が、市の指定する医療機関で人間ドックを受診
する場合、費用の一部助成制度（上限15,000円）があります。詳細は、保健福祉課健診担当室にお問い合わせください。
生活保護健康診査

40歳以上の生活保護世帯の人

肝炎ウイルス検診（肝
炎ウイルス検診単独で
は実施不可）

①40歳
②41歳以上で過去において未検査の人
特定健康診査および後期高齢者健康診査、生活保護健康診査時に同時に実施（問診・血液検査）

女性の健康診査

35〜39歳

肺がん検診
（結核住民健康診断）

40歳以上

大腸がん検診

40歳以上

子宮がん検診

20歳以上

※妊婦を除く。

30歳以上の女性
35〜39歳の女性

個別

40歳以上

六実市民センター別館

11/8㈭

常盤平保健福祉センター（ふれあい22内）

11/12㈪

小金保健福祉センター

11/20㈫

東部スポーツパーク

12/10㈪

六実市民センター別館

12/11㈫

新松戸市民センター

1/28㈪

中央保健福祉センター

2/6㈬

東部スポーツパーク

2/21㈭

新松戸市民センター

3/4㈪

常盤平保健福祉センター（ふれあい22内）

②【子宮がん検診】 ◇対象年齢 ２０歳以上
※スカートを着用または持参してください。
月 日

受付時間

実施会場

9:30〜11:00
小金保健福祉センター
14:00〜15:00
5/15㈫
新松戸市民センター
9:30〜11:00
5/16㈬
六実市民センター別館
5/14㈪

個別

委託医療機関で随時

集団

別表集団日程表で実施

9:30〜11:00 東部スポーツパーク
9:30〜11:00
5/23㈬
中央保健福祉センター
14:00〜15:00

個別

委託医療機関で随時

7/2㈪

集団

別表集団日程表で実施

7/4㈬

個別

委託医療機関で随時（視診・触診）

7/6㈮

9:30〜11:00 小金保健福祉センター

7/13㈮

9:30〜11:00 新松戸市民センター

集団
集団

集団

20歳以上

個別

わくわく広場六実市民センター8日㈫・22日㈫各10時〜
11時45分 東部スポーツパーク毎週水曜日10時〜12時
小金北市民センター毎週木曜日（3日を除く）（なかよし
組）10時20分から（わんぱく組）11時から 稔台市民セ
ンター毎週金曜日（4日を除く）（なかよし組）10時20
分から（わんぱく組）11時から 内容体操・手遊び他
あそぼう会柿ノ木台公園体育館毎週水曜日15時15分〜
16時45分 馬橋市民センター毎週木曜日（3日を除く）
15時15分〜17時 稔台市民センター毎週金曜日（4日を

常盤平保健福祉センター（ふれあい22内）

10/25㈭

別表集団日程表で実施

成人歯科健康診査

移動児童館☎387−3320

小金保健福祉センター

10/18㈭

委託医療機関で随時

集団

わくわく広場（わんぱく組）毎週水曜日10時30分〜11時
30分 (よちよち組）毎週木曜日（3日を除く）10時30分
〜11時 (はいはい組）毎週金曜日（4日・25日を除く）
10時30分〜11時
パソコン教室26日㈯10時〜11時30分、13時15分〜14
時45分 内容自分の名刺をつくろう 対象小学1年生以
上
中高生の広場（TAPS）12日㈯・26日㈯各17時〜19時
内容オリジナルバッグ作り等

〜11:00

集団

35・40・45・50・55・60・65・70歳
の女性

常盤平児童福祉館☎387−3320

新松戸市民センター

10/17㈬

個別

骨粗しょう症検診

5月

9:30

委託医療機関で随時

5〜7月
10〜3月

※ 要 申 し 込 み 。 詳 細 エコー検査
は保健福祉課健診担
当室へお問い合わせ
マンモグラフィ検査
ください。

◆35歳以上の人は、個別または集団のどちらかを選択できます。両方は受診できません。
胃がん検診

常盤平保健福祉センター（ふれあい22内）

9/28㈮

個別

乳がん検診
40歳以上の女性

委託医療機関で随時

9/20㈭

9〜3月

11月

登録済みの人には8月下旬にハガキで日程を
通知します。未登録で希望する人は、7月末
日までに登録してください。
申し込み制、後日広報まつどでお知らせする
予定です。
委託医療機関で随時

5/17㈭

9:30〜11:00
常盤平保健福祉センター（ふれあい22内）
14:00〜15:00

5/22㈫

9:30〜11:00 中央保健福祉センター
9:30〜11:00
常盤平保健福祉センター（ふれあい22内）
14:00〜15:00

7/26㈭

中央保健福祉センター

1/16㈬

9:30〜11:00 小金保健福祉センター
1/17㈭ 14:00〜15:00 常盤平保健福祉センター（ふれあい22内）
1/21㈪
1/22㈫
2/1㈮
2/7㈭

中央保健福祉センター
9:30〜11:00 東部スポーツパーク
9:30〜11:00 小金保健福祉センター
14:00〜15:00 常盤平保健福祉センター（ふれあい22内）

2/8㈮

9:30〜11:00 新松戸市民センター
9:30〜11:00
2/26㈫
中央保健福祉センター
14:00〜15:00

※全て無料。
※おおむね、わんぱく組2歳以上、よちよち組9カ月以上〜2
歳未満、はいはい組8カ月以下、なかよし組2歳以下。

除く）15時〜17時 内容チャレンジランキング 対象
小学生
土曜移動児童館六実市民センター26日㈯①10時〜12時
②13時30分〜16時30分 内容①わくわく広場（ふれあ
いあそび）②あそぼう会（チャレンジランキング） 対象
①乳幼児と保護者②小学生

根木内こども館☎315−2985
ひょうたんの会9日㈬14時〜14時30分 内容手遊びと
お話 対象乳幼児と保護者
育児教室22日㈫13時30分〜15時30分 内容保健師に
よる育児健康に関する相談等 対象1歳未満の乳児
卓球で遊ぼう31日㈭15時30分〜16時30分 対象小学
生

野菊野こども館☎331−1144
中高生タイム19日㈯17時30分〜19時30分 内容びっ
くりホットドッグをつくろう
のぎっこひろば20日㈰13時30分〜15時 内容バルーン
をつくってあそぼう 対象幼児と保護者、小学生 定員
先着50人

ゴールデンウィークの
応急歯科診療所
日 時

診療所名

馬橋105
☎340−0144

藤原デンタル
クリニック

常盤平3の10の1
セブンタウン
常盤平店3階
☎704−5150

植田歯科
クリニック

和名ケ谷1428の3
☎392−5665

4/29㈷

5/3㈷

5/4㈷

所在地・電話番号

あんびる
歯科医院

小林デンタル
9:00〜
クリニック
17:00
むつみデンタル
クリニック

西馬橋相川町6の1
☎344−4515
六実3の7の4
☎385−2502

藤田歯科医院

西馬橋2の19の1
☎347−9723

あらき歯科
クリニック

西馬橋蔵元町6番
飯島ビル202号
☎309−2610

なおい
歯科医院

六高台7の59
☎387−6455

5/5㈷

※受診する際は、あらかじめ医療機関へ確
認してください。
問 保健福祉課管理班☎366−7485
□
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あなたの健康

364

よい睡眠をとるために

特定不妊治療費を助成します

「なかなか寝付けない」
「眠った気がしない」等、日本では成人のおよ
そ5人に1人が不眠の悩みを抱えているといわれています。
「睡眠は脳が
積極的に取る休み時間」とされ、健康維持のための必要な要素となって
います。
長い時間をかけて進化してきた人間の体には、生命を維持するための
いろいろな工夫の結果、うまく寝るための【仕組み】が備わってきました。
1つは疲れたから寝るという仕組み、もう1つは夜だから寝るという
仕組みです。これには体内時計が関係しています。
睡眠時間は人それぞれです。仕事や環境による違いもあるため、数字
にこだわる必要はありません。一般に年を取るにつれて短くなります。
眠りが浅いときは、むしろ「
【遅】寝・朝起き」がお勧めです。カー
テンを開け、朝日を浴びて目覚めると、体内時計正常化につながります。
「寝だめ」は逆効果になりがちなので、休みの日もなるべく同じ時刻に
起きましょう。
寝酒は逆に寝付きを妨げることがあり、勧められません。睡眠改善薬
（睡眠薬とは違うもの）が市販されていますが、正しく使えば効果的です。
規則正しい睡眠は生活習慣病の改善にもつながります。
昼間に眠くなったら、昼寝をするのも良い方法ですが、およそ15時
までとし、30分以内にしましょう。寝過ぎるとかえってぼうっとして
しまいます。ただし、昼間に眠気が強すぎる場合には、いろいろな病気
が原因のこともあります。気になる場合は、かかりつけの医師に相談し
ましょう。
松戸市医師会

http://www.matsudo-med.or.jp/

救急医療体制

夜間小児急病センター
上本郷4005

◆テレホン案内サービス
問
☎366−0010

みのり台

〔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
休日と土曜日
9時〜翌日9時

新京成線

松戸新田駅

夜間小児
急病センター

上本郷駅

市立病院

松戸

不妊治療は医療保険の対象外で、高額な医療費が掛かります。これまで、
県による治療費の助成が行われてきましたが、治療による経済的負担軽減の
ため、市でも特定不妊治療費の一部助成を行います。
対象者（下記の条件を満たす人）
戸籍上の夫婦であり、共に申請日の1年以上前から松戸市に住所がある
市税の滞納が無い
千葉県特定不妊治療助成事業による助成の承認を受けている
助成対象県助成事業で指定する医療機関で今年度に治療した特定不妊治療
助成額特定不妊治療で要した治療費から県による助成額を引いた残りの自己
負担額のうち、1回につき75,000円を上限に助成します。
問 保健福祉課☎366−7486、松戸健康福祉センター（松戸保健所）
〔県特定
□
不妊治療助成事業〕☎361−2138

国民生活基礎調査にご協力ください
保健・医療・福祉・年金・所得等国民生活の基礎的事項を調査するため、
4月下旬から対象地区に調査員が伺います。
対象地区松戸・中和倉・新松戸4丁目・新松戸北1丁目・稔台7丁目のそれ
ぞれ一部分
問 松戸健康福祉センター（松戸保健所）総務企画課☎361−2121
□

高齢者運動教室「のんびりらくらく体操」参加者募集
日時〔各全12回〕

中央保健福祉センター☎366−7489

5/9〜8/8の毎週水曜日
9:30〜11:30（一部火曜日）

小金保健福祉センター☎346−5601

5/8〜7/31の毎週火曜日
13:30〜15:30（一部月曜日）

常盤平保健福祉センター☎384−1333

内容簡単な運動・ストレッチ・リズム体操・筋力トレーニング 対象おおむ
ね65歳以上でこれから運動を始めたい人 定員各先着30人 費用無料
※以前に参加した人はご遠慮ください。

松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談

●神社

相談名（原則予約制）
東口

北松戸駅
JR常磐線

松戸

休日土曜日夜間歯科診療所
竹ケ花45の53

◆夜間小児急病センター
（小児初期内科系疾患）
☎360−8900
市立病院となり

上本郷

税務署

柏

不妊相談

中央保健福祉
センター

5/8㈫・28㈪14:00〜16:00

酒害相談

5/17㈭14:00〜16:30

新 京

◆休日土曜日夜間歯科診療所
☎365−3430
衛生会館2階

線

成

衛生会館

市役所

20時〜23時

松戸駅

※電話番号の掛け間違いにご注意ください。

北松戸

DV相談

東口
JR常磐線

金町

即日検査
夜間検査

イベント名
①

プラネタリウム特別番組
② 「金環日食を見よう」
（1回約40分）

プラネタリウム
キッズ＆ジュニアアワー
③ 特別番組
「日食のおはなし」
（1回約20分）

定員各先着80人 費用①
無料②③中学生以下無料、
高校生以上52円
申 ①電話で同館☎368−
□
1237へ②③投影開始30
分前から2階で受け付け

9

日

時

4/28㈯18:00〜20:00
星空観望会
（ 雨 天 曇 天 の 場 合はプ
（要予約、子どもは保護者同伴） ラネタリウムのみ）
4/28〜5/20の土・日曜
日、祝日（5/5 ㈷ 全ての
回と5/20 ㈰10:30の回
を除く）
10:30（文字解説付き）、
15:30開始

4/28〜5/20の土・日曜
日、祝日（5/5㈷を除く）
各13:30、14:30開始

地域保健福祉課
☎361−2138

5/1㈫・15㈫13:30〜14:30

5/15㈫17:30〜19:00
※エイズ検査は匿名・無料。
※梅毒、クラミジア、B型・C型肝炎の検査も可。

健康生活支援課
☎361−2139

電話（予約不要）
来所

地域保健福祉課
☎361−6651

月〜金曜日 9:00〜17:00

同センター☎361−2121㈹

一時保育ボランティア講座〔全9回〕要申込

市民会館プラネタリウム室 要申込
（NAOKO SPACE PLANETARIUM）の催し

5/8㈫13:30〜15:00

精神保健福祉相談

エイズ検査

予約・問い合わせ

5/17㈭9:00〜14:30
5/23㈬14:00〜17:00

金町

東葛飾合同庁舎

日 時

電話（予約不要）
来所

思春期相談

国道6号

毎日18時〜23時

会場・申し込み先

5/14〜8/6の毎週月曜日
9:30〜11:30

●神社

国道6号

馬橋

要申込

小さい子どもがいる保護者が学習や活動をする時
に、その子どもを保育するボランティアを募集します。
活動にあたっては事前の講座受講が必要です。活動
は自分と地域をつなげ、自分自身のステップアップに
もつながります。子どもが好きな人、女性の社会参画
を応援したい人は一緒に活動してみませんか。
5月8日〜7月3日の毎週火曜日10時〜12時 会場
ゆうまつど 講師聖徳大学教授・岡田耕一氏、同大
学講師・上田智子氏他 定員先着30人 費用無料
※一時保育あり（要予約、3歳以上、先着8人、おや
つ・保育用品
回
内 容
代200円）。
1 オリエンテーション、実践現場よりメッセージ
申 電話で女性
□
2 母親の気持ちを知ろう
センター☎
3 子どもと母親にとっての一時保育とは？
364−8778
4 地域とつながる〜自分育て〜
へ
5 子どもの理解Ⅰ（子どものキモチとその発達）
※講座以外に、
6 子どもの理解Ⅱ（子どもの病気と怪我）
保育見学・
7 子どものキモチに寄り添うって、どんなこと？
フォローアッ
8 保育の実践から
プ研修も予定
しています。 9 わたしのこれから…

仲間をつくってイキイキ子育て〜幼児家庭
教育学級〔全10回〕要申込
5月8日〜7月3日の毎週火曜日と5月12日㈯各10
時30分〜12時30分 会場公民館 対象3歳の子と保
護者 ※来年度幼稚園等へ行く予定の2歳の子も可。
定員25組（抽選） 費用200円（初回のみ）、材料費

300円（6月5日㈫のみ）
申 4月23日㈪〔必着〕までにハガキまたはFAXに保
□
護者と子どもの氏名（ふりがな）と生年月日・住
所・電話番号を記入して、〒271−0094上矢切299
の1 公民館幼児家庭教育学級係（☎368−1214）
368−1279へ
※3回目以降は、親子は離れて学習します（お子さん
は集団保育で遊びます）。 ※対象児以外に連れてく
るお子さんがいる場合は、その子の生年月日も記入
してください（保護者と同席になります）。
日程
5/8㈫

内 容
講 師
カラダを使ってみんなで遊ぼ 千葉県公認社会体育指
う（保育オリエンテーション） 導員・斎藤淳子氏

カラダを使ってありんこ先 日本児童 遊 戯研究所・
有木昭久氏
生と一緒に親子で遊ぼう
自己紹介〜昔の子育て今の
5/15㈫
子育て
国立女性教育会館研究
子育ての悩みや不安を皆で 員・西山恵美子氏
5/22㈫ 出しあってみよう〜私にと
っての課題は何か
保育室での子どもたち〜保 まつど一 時 保 育ネット
5/29㈫
育風景見学
ワーク
5/12㈯

6/5㈫

簡単！安全！手作りおやつ

食育指導士・鈴木真理氏

子どもに性をどう教えるか つくば国際短期大学講
6/12㈫ 〜子どものよき相談者とな
師・和田由香氏
るために
心のバリアフリー〜個性の違
は〜とピア施設長・
6/19㈫ いを認めて尊重しあう社会と
江澤嘉男氏他
は 子育てサークルについて
6/26㈫
7/3㈫

家族について〜夫、子ども、
親との関係
国立女性教育会館研究
まとめ〜自信をもってイキ 員・西山恵美子氏
イキ子育て
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市役所の仕事を
もっと身近に

パートナー講座（出前）をご利用ください

パートナー講座（出前）は、市の事業や業務を市民
◆利用できる人…市内在住・在勤・在学のおおむね10人以上で集まることができる団体等。
の皆さんに直接説明することで、市政に関する理解・
◆開催時間・開催場所…平日・休日を問わず、9時〜21時の間の2時間以内で、開催場所は市内に
関心を深めていただくため、平成14年度から行ってい
限ります。会場の手配や通知等は主催者側でお願いします（年末年始の期間は実施できません）。
るものです。これまでに、延べ46,000人余りの人に受
◆費用…講師料は無料ですが、講座により必要な材料を用意していただく場合があります。
講していただいています。
市で用意したメニュー（下表）の中から聞きたいも
◆申し込み…講座開催を希望する日の１カ月前までに、担当課で受け付けます。直接または電話
のを選んでいただき、皆さんの希望日、希望場所へ市
で担当課に聞きたい内容・時間・会場等を具体的に相談してください。講座の開催が可能かどう
の職員が伺います（都合により開催日時等、ご希望に
かを判断し、後日結果を連絡します。
沿えない場合がありますので、ご了承ください）。
◆保育の必要な場合 …1歳10カ月から就学前のお子さんをお預かりする有償ボランティアを紹介
このパートナー講座（出前）をさらに充実させるた
します。詳しくは、女性センター（☎364−8778）へご連絡ください。
め、講座の追加や見直しを行いました。今年度のメ
ニューは、55部署・85講座となっています。詳しく
●営利目的等、講座の実施目的に反する場合はご利用できません。
は、パンフレットをご覧ください。
●講座の時間は打ち合わせの時に決定した時間内で終了するようにしてください。
お願いと
パンフレットは担当課・各支所等に備えてあります。
●講師の担当外業務等の質疑に関しては、その場で説明できない場合があります。
注意点
また、市のホームページにも掲載しています。
●この講座は、苦情等をお聞きする場ではないことをご理解ください。
問 市民環境本部企画管理室☎366−7312
□
●未成年者だけのグループ等で申し込む場合は、保護者の同席または承諾をお願いします。

パートナー講座（出前）
メニューの概要
講 座 名

分 類

※内容等詳細はパンフレット参照
担当課

連絡先

分 類

市役所の仕事って

地震災害に対する備え

見つめ直そう市役所の事業
〜行政経営の取り組み〜

総）企画管理室

☎366−7311

松戸市もったいない運動の推進

市政

情報公開制度について

総務課情報公開
担当室

☎366−7107

「松戸市総合計画」について

政策調整課

☎366−7072

政策調整課
広報担当室

広報まつどのできるまで

☎366−7320

政策をつくってみよう！
あなたも仕分け人
松戸市の広報戦略

◎

政策推進研究室

防災
防犯
災害

税
保険
年金

☎704−4006

松戸市の財政事情

財）企画管理室

☎366−7315

広聴の役割

市民相談課

☎366−1162

社会教育課

☎366−7462

松戸の指定文化財について
松戸の埋蔵文化財について
松戸のたからもの
スポーツ 市所蔵美術作品について
文化歴史 手軽に楽しめるスポーツ紹介

★１ 防災課

スポーツ課
戸定歴史館
市立博物館

松戸の歴史を学ぼう

☎366−7285

いざというときあなたは？「救急編」

消）消防救急課

☎363−1115

２４時間あなたを守る
消防指令センターのすべて

消）指令課

☎363−1111

市民税の豆知識

市民税課

☎366−7322

国民健康保険・後期高齢者医療制度に
保険課
ついて
国民年金制度について

保健福祉課

☎366−7353

消費生活センターはこんなところ

国民年金課
消費生活課

☎366−7329

☎366−7352

ごみ処理基本計画について

環境計画課

☎366−7331

☎366−7089

「減ＣＯ２（ゲンコツ）大作戦」について
市内の大気汚染･騒音状況を説明します！

☎363−9241

生活環境

☎362−2050
☎384−8181

親のための性教育
早寝・早起き・朝ごはん
（乳幼児の生活リズム）

☎366−7309

地域の防犯対策について

誰にでもできるごみ減量の コツ 教えます
家庭ごみの分け方･出し方について

☎366−7332
☎366−7333

マンション建設などに係る紛争に関する 住宅政策課
指導調整室
条例について

☎366−7366

わが家の耐震対策

乳幼児の事故防止

環境業務課

☎366−7337

☎366−7366

住まいづくり・安心づくり・街づくりは
あなた！

☎366−7486

環境保全課

住宅政策課

松戸市住生活基本計画について

博物館に行ってみよう！

連絡先

生活安全課
防犯対策担当室

市内の河川の水質状況を説明します！

戸定歴史館の施設・活動案内

建築指導課

☎366−7368

☎366−7359

建築協定で住みよい街づくり

楽しい子育て

子育て支援課

☎366−7347

家庭でできる浄化対策について

河川清流課

青少年課

☎366−7464

水道事業（市営水道）について

水道部工務・総務課 ☎341−0430

公民館

☎368−1214

子どもの本の選び方について

図書館

☎365−5115

障がいのあるお子さんの就学について

教育研究所

☎366−7461

松戸市次世代育成支援行動計画について
松戸市の少年非行の現状とその対応
松戸市の青少年教育について
松戸市の公民館活動

市立病院の建て替えについて
松戸市食育推進計画について
松戸市地域福祉計画について

男女共同 男女共同参画社会について
参画
身近な人権講座
人権
選挙
議会

市民相談課

☎366−1162

暮らしの中の選挙

選挙管理委員会
事務局

☎366−7386

選挙ってなあに？
松戸市議会のしくみについて

議会事務局庶務課

☎366−7381

健）企画管理室

☎366−7350

指定管理者ってなんだろう

総）企画管理室

☎366−7311
☎366−7310

☎366−7486

姉妹都市ホワイトホース市ってどんなと
市）企画管理室
ころ？
国際交流担当室
松戸で楽しむ！国際交流
町名地番整備でわかりやすい街づくり

乳幼児の予防接種
◎

高齢者の生活を支える介護・福祉制度に
介護支援課
ついて
認知症サポーター養成講座

☎364−8778

☎703−5855

生活習慣病の予防について（メタボリッ
クシンドローム・がんについて）
★２ 保健福祉課
健康松戸21Ⅱについて

女性センター

病院建設事務局

知っておきたいタバコの知識

健康
医療
福祉

担当課

「もったいない」からはじめよう！
〜エコ上手は節約上手。省エネの方法
環境計画課
教えます。〜
減ＣＯ２担当室
つくろう！みどりのカーテン

ツイッター・フェイスブックを使ってみよう！◎

子育て
教育

講 座 名

★３

☎366−7370

介護支援課
☎366−7343
介護予防推進担当室

民生委員の仕事

生活支援課
援護担当室

☎366−3019

障がい者福祉について

障害福祉課

☎366−7348

ふれあい２２ 松戸市健康福祉会館の役
健康福祉会館
割について
東松戸病院
元気に長生き健康寿命を目指して
保健福祉医療局
〜いつまでも自分の脚で歩けるように〜 ◎
保健福祉医療室

その他

町会・自治会法人化（認可地縁団体） 地域振興課
について

☎366−7318

協働のまちづくりについて

協働推進課

☎366−7062

松戸市の観光

商工観光課

☎366−7327

松戸の農業はガンバッテいます

農政課

☎366−7328

活用しよう！「地区計画制度」

都市計画課

☎366−7372

松戸の「景観」

都市計画課
景観担当室

☎366−7372

みどりと花の課

☎366−7378

地域で育てる公園

公園緑地課

☎366−7380

道路整備について

建設総務課

☎366−7357

松戸の緑と花
☎383−0022

松戸の緑の現状と課題
緑の基本計画について

☎391−5500

★：平成23年度人気ランキングベスト3講座 ◎：新規講座
問 市民課☎366−7340、同センター☎331−8780
行政サービスセンターは毎週土曜日（祝日を除く9時〜17時）も窓口を開設しています。 ■
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●広報まつど 2012年（平成24年）4月15日

このコーナーは市民団体等からのお知らせです（●マークは社会教育関係団体）
…日時、日程
…会場
…内容
…講師
…対象
…定員
…持ち物
…費用（記載のないものは無料）
…申込方法、申込先
…問い合わせ先

◆親子でリズム運動・手遊び
4月 ①19日 ㈭・26日 ㈭11時15分 〜
12時15分、12時30分〜13時30分②20
日㈮・27日㈮10時〜11時
①常盤平
①2歳以上
体育館②運動公園体育館
②1歳6カ月以上の子と保護者
各先
着20組
1回500円
電話でプチさ
くらんぼクラブ・佐藤☎311−1907（ 17
時まで）へ
●切手趣味週間 松戸切手展2012
4月20日㈮〜22日㈰10時〜18時（ 20
日は13時から、22日は16時まで）
文化ホール
切手の展示・整理の仕方
相談・切手プレゼント他
松戸郵趣
会・屋代☎343−8560（昼間のみ）
◆稔台フレンド寄席
①4月21日 ㈯ ②5月19日 ㈯ 各19時 か
ら
オオイ文化センター（新京成みの
り台駅下車）
①桂翔丸②瀧川鯉和
各200円
稔台フレンドクラブ・小
林☎367−6579

●春の山野草展示会
4月22日㈰10時〜16時
常盤平市
民センター
ときわ草遊会・嵯峨☎
387−6776
◆きいて、みて、かんじる 松戸人権・
平和展
4月26日㈭〜30日㉁9時〜21時（ 26
日は12時から、30日は16時まで）
市民会館
展示DVD上映、意見交換
他
同展実行委員会・神林☎343−
3803
●バドミントン教室
4月27日㈮、5月25日㈮、6月22日㈮
各9時〜11時
柿ノ木台公園体育館
各500円
電話でスポーツ推進委
員・坂平☎366−3432へ
◆オカリナ1日体験
4月27日㈮10時〜11時30分
幸谷
ふれあいホール（JR新松戸駅下車）
先着20人
電話で音楽の陽だまり・
伊藤☎090−7414−7840へ

松戸地域職業訓練センター講座

使用OS＝Windows7

時間☆＝9時30分、★＝13時
30分からの各3時間 対象③⑦
① 初めてのパソコン（Windows）講座 5/8㈫・9㈬☆★
Word経験者⑤Excel経験者 定
5/21㈪〜24㈭★
② Wordを使った文書作成講座
員各10人 費用各12,000円
5/28㈪〜31㈭☆
③ Word応用講座
※パソコン講座は開始日程の7
日前に締め切り。
5/14㈪〜17㈭☆
④ Excelを使った表計算講座
5/19㈯・26㈯☆★ ※受付開始時間に定員を超えた
⑤ Excel応用講座
場合はその場で抽選。
5/21㈪〜24㈭☆
⑥ PowerPoint基礎講座
※その他ハガキ作成講座、日曜
5/14㈪〜17㈭★
⑦ デジタル写真活用講座
大工講座あり。
申 4月20日㈮9時から、受講料を添えて直接同センター（小金原1の19の3、☎349
□
−3200）へ
講座名

日 時

中高年英語教室〔各全9回〕
教室名
①
②
③
④

日 時

RESTART英会話（初中級）

5/15〜7/10の毎週火曜日

初歩から学ぶ英会話（初級）

5/18〜7/13の毎週金曜日

10:15〜11:45
13:15〜14:45
15:15〜16:45
10:15〜11:45

English Once More（初級）

5/15〜7/10の毎週火曜日

⑥

初めて学ぶ英会話（初級）

5/17〜7/12の毎週木曜日

10:15〜11:45

⑦

語学力UP高校英語学習（初級）

5/18〜7/13の毎週金曜日

13:15〜14:45

⑤

13:00〜14:30

会場市民劇場他松戸駅周辺（③シニア交流センター） 対象50歳以上 定員各15人
（抽選） 費用各9,000円（別途教材費）
申 5月7日㈪〔必着〕までに、ハガキに住所・氏名・電話番号・希望コース・年齢を
□
記入して、〒271−0043松戸市旭町1の174 公益社団法人松戸市シルバー人材セ
ンター中高年英語教室係（☎330−5005）へ

◆NPO若草会カウンセリング
毎月第4土曜日10時〜15時
同会
事務所（新京成みのり台駅下車）
精
神障がい・ひきこもりに悩む人と家族
3,000円
電話で同会・坂井☎368
−3345へ
◆東日本大震災支援活動（福島県福島
市・宮城県東松島市）ボランティア募
集説明会
4月28日㈯10時〜12時〔 5月12日㈯・
13日㈰実施予定〕
ちばコープ新松
戸店
先着20人
4月20日㈮まで
に、電話でNPOたすけあいの会ふれあ
いネットまつど☎346−2052（平日の
9時〜17時）へ
◆坂川こいのぼり
4月28日㈯〜5月8日㈫
竹乃橋周
辺の坂川（JR北松戸駅下車）
坂川に
清流を取り戻す会・秋山☎362−9337
●囲碁大会
4月29日㈷9時〜17時
常盤平市民
棋力別変則リーグ戦
センター
1,500円、子ども800円
常盤平囲碁
クラブ・清水☎386−1988（夜間のみ）
◆かんたん健康カンフー体操してみま
せんか！
4月29日 ㈷9時30分 〜11時30分
青少年会館
先着20人
1家族500
円
電話で新松戸カンフークラブ・高
橋☎080−6690−2121へ
●馬橋ハワイアン祭
4月29日㈷13時〜16時15分
馬橋
市民センター
バンド・フラ他
馬橋ハワイアンクラブ・佐藤☎385−
4865（昼間のみ）
◆家庭倫理講演会「感動が心の扉を開く」
4月29日㈷14時〜15時40分
松戸
商工会議所
先着180人
1,000円
FAXで家庭倫理の会松戸市・坂下
047−103−5572へ
◆松戸「憲法記念日の集い」
5月3日 ㈷14時 〜17時30分
市民
会館
作家・大江健三郎氏
先着
300人
500円（18歳以下無料）
直接会場で
2012年松戸憲法記念日
の集い実行委員会・今井☎344−9454
◆春の山野草展
5月4日㈷・5日㈷10時〜16時
竹
ケ花自治会館
松戸盆栽愛好会・武井

☎387−0455（夜間のみ）
●手ひねり陶芸入門講座〔全6回〕
5月10日〜6月14日の毎週木曜日10時
公民館
3,000円
電話
〜12時
で陶芸木曜会・根岸☎368−7261へ
◆農業ボランティア募集
5月12日㈯からのボランティア養成講
座に参加できる人
先着15人
4月
30日㉁までに、電話で野良の会・笹山
☎090−6019−4506へ
◆Tシャツぞうり作成講習会
5月19日 ㈯13時30分 〜15時30分
新京成松戸新田駅近くの家庭文庫
先着15人
500円
電話で家庭文
庫ピッピ・足立☎368−5334へ
●春季市民ソフトボール大会
5月20日〜6月10日の毎週日曜日〔予
備日6月17日㈰〕初日9時試合開始、2
日目以降8時30分試合開始
古ケ崎ソ
フトボール場他
A・B・C・D4クラ
スによるトーナメント
市内在住・
男子1
在勤の人で編成されたチーム
チ ー ム10,000円、 女 子1チ ー ム7,000
4月21日㈯18時30分から、運動
円
松戸市ソフトボール協
公園武道館で
会・鈴木☎345−7912
●市民ハイキング講座
5月26日 ㈯5時50分 市 民 劇 場 前 集 合
〔 5月13日 ㈰13時 〜17時 に 市 民 会 館
で事前講習会あり〕
大菩薩嶺（山梨
69歳以下
先着15人
県）登山
7,000円
5月2日㈬までに、電話
で松戸山の会・大越☎345−3622へ
●松戸市健康・体力づくりフェスティバル
6月2日 ㈯9時30分 〜12時30分 ※5
月16日㈬15時30分から運動公園会議室
で代表者会議あり
同公園体育館
健康体力作りを行っている10人以上の
団体
先着25組
1人300円
4
月28日㈯までに、電話で松戸市健康体
操連盟・竹島☎346−9501へ
●松戸市俳句大会
7月16日㈷12時から
市民劇場
特別選者記念講演（「銀化」中原道夫
氏 ） 2句1組1,000円
5月12日 ㈯
〔必着〕までに、〒270−2299松戸南
郵便局私書箱第9号 松戸市俳句連盟事
務局・大井（☎363−3185）へ

※都合により会場等は変更になる場合があります。※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。

矢切ペン習字サークル
毎月第2・4土曜日13時〜15時
公民
館
ボールペン、筆ペン
月2,000円、
小学生以下月1,500円（入会金1,000円）
榎本☎363−2940
松戸水彩会（野外写生）
毎月第1・3火曜日10時〜15時30分
市内、近隣市
年5,000円（入会金なし）
田中☎362−9575
松戸釣りクラブ
毎月4回6時〜17時
不定期
市内
月1,000円（入会金2,000円）
在住の人
小嶋☎090−7252−8447（昼間のみ）
新松戸バドミントンサークル
毎月①第1金曜日11時〜13時②第2 〜4木
曜日9時〜11時
青少年会館
成人
月500円（入会金なし）
瀬川☎341−
8482（19時以降）
小金ペン習字サークル
毎月第1・3火曜日19時〜21時
小金
市民センター
ディスクペン・ノート
月
2,300円（入会金1,000円）
松本☎361
−0677
ダンスサークルスウィング（社交ダンス）
毎週①木曜日19時〜21時②金曜日13時
〜15時③土曜日13時〜15時④土曜日15時
〜17時
JR新松戸駅近くのダンススタジ
オ
中級者
月4,000円（入会金1,000
円）
小形☎341−8451
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緑樹会（絵画）
毎週水曜日18時〜21時
市民会館
月3,500円（入会金3,000円） 風間☎387
−8055（昼間のみ）
松戸ソシアルダンスサークル
毎週火曜日19時〜21時
古ケ崎市民セ
月3,000円（入会金1,000円）
ンター
安納☎367−7526
ひこばえ俳句会（全句添削）
毎月第1・3木曜日13時〜16時
公民
館
月2,000円（入会金1,000円）
押
切☎345−4274
潮俳句会
毎 月第4日 曜 日12時 〜17時
市民会
月500円（入会金なし） 山田☎389
館
−9658
松飛台囲碁クラブ
毎週水・木・土・日曜日13時〜18時
松飛台市民センター
半年4,000円（入会
山口☎388−1956
金なし）
松戸シルクスクリーンの会（版画）
毎月①第1・3水曜日18時〜21時②第2日
曜日13時 〜18時
女 性センター
月
1,500円（入会金3,000円） 松本☎345−
8199
新松戸踏友会（社交ダンス）
毎週木曜日19時〜21時
新松戸市民セ
ンター
月3,000円（入会金1,000円）
畑佐☎344−8303

松戸市少年少女発明クラブ
5月13日㈰から①毎週土曜日14時30分〜
16時30分②毎週日曜日10時〜12時
新
松戸未来館2階（JR新松戸駅下車）
小学
〜中学生（小学1・2年生は保護者同伴）
各先着50人
年8,000円（入会金含む）
難波☎04−7178−8008
松戸あひる会（人物画デッサン）
毎週火曜日18時30分〜20時30分
市
月3,000円（入会金1,000円）
民会館
栗山☎090−7705−9448
ダンスクラブ体験 ジョニー・ウォーカー
毎週木曜日19時〜21時
柿ノ木台体育
館
初級者
1回1,000円（入 会 金な
野口☎364−3050
し）
二葉会写真クラブ
毎 月第2土 曜 日14時 〜17時
市民会
館
年10,000円（入 会 金1,000円）
鈴木☎384−6789
ふれあい社交ダンスサークル
毎週日曜日18時〜21時
新松戸市民セ
ンター
月3,000円（入会金1,000円）
西☎090−9202−1077
二十世紀が丘ダンスサークル
毎 週 日 曜 日 ①17時 〜19時 ②19時 〜21
時
二十世紀が丘市民センター
①初
級者②中・上級者
①月3,000円（入会金
なし）②月4,000円（入会金2,000円）
渡辺☎361−1987

時間を24時間表記に統一しています。

女声合唱団コール樹里（発声練習あり）
毎週土曜日10時〜12時
常盤平市民
月4,000円（入会金500円）
センター他
鈴木☎385−8789（夜間のみ）
矢切社交ダンス研修会
毎週金曜日18時〜21時
公民館
月
2,500円（入会金1,000円）
市橋☎363
−2928
森下式ヨーガ
毎週水曜日9時30分〜11時
運動公園
月2,000円（入会金1,000円）
小体育室
草野☎344−8148
活き活き体操クラブ
月3 〜4回火曜日13時〜15時
柿ノ木
台公園体育館
先着40人
月1,000円
溝浦☎365−3604
（入会金1,000円）
五香空手道会
毎週①土曜日②日曜日各9時〜12時、17
時〜19時
①金ケ作自治会館他②五香市
民センター
5歳以上
月3,000円（入
会金1,000円）
山城☎384−6993
松戸山の会（ハイキング他）
毎月第2・4水曜日19
市民会
時 〜 21時
館
市内在住・在勤お
よび 近 隣 市 の 人
月
1,000円（入会金1,000
円)
細 谷 ☎090−
9156−8796

緊急重要情報のメール配信を行っています。サービス利用には登録が必要です。
右のQRコードを読み込むか、下記のURLを入力してアクセスしてください。
携帯電話で利用する場合
https://service.sugumail.com/matsudo/
パソコンで利用する場合
https://service.sugumail.com/matsudo/member/

文化が薫るまち まつど

ゴールデンウィークの戸定・松戸宿はイベント盛りだくさん

問 松戸市観光協会☎366−7327
□
（当日①〜④⑥☎070−6573−4466⑤☎080−5438−4039）
申 ②4月23日 ㈪〔消 印 有 効〕ま で に、往 復 ハ ガ キ（1枚2人 ま で）で〒271−
□
8588松戸市役所商工観光課内 松戸市観光協会へ、
③⑥戸定歴史館駐車場内の
戸定売店でチケットを販売（土・日曜日のみ営業）

①松戸の名店のお取り寄せ弁当食べ比べ
4月28日㈯10時から〔100食限定〕 会場松雲亭 費用350 〜1,500円

②ちょっとぜいたく 松戸宿つあー

要予約

松戸シティガイドが、松戸宿旧水戸街道沿いの老舗をご案内します。店主の
お話や試飲もあります。
4月29日㈷9時30分市民劇場前集合 コース八嶋商店⇒旧原田米店（お茶・甘
酒・お菓子）⇒宝光院⇒三河屋⇒松戸神社⇒松龍寺⇒松雲亭で将軍フレンチ 定
員20人（抽選） 費用3,000円（昼食・お土産・保険代含む）

③将軍フレンチを楽しむ

要チケット

戸定の藤まつり 4月24日㈫〜 5月13日㈰
問 戸定歴史館☎362−2050
□

歴史的な文化遺産である戸定邸（国重
要文化財）と緑豊かな景勝が一体となっ
た戸定が丘歴史公園で、今年も藤の鉢を
展示します。
日本の歴史公園100選にも選ばれた庭
で、総計約40鉢が見せる白・紫・ピンク
の色彩と、清雅な香りをご堪能ください。
時間9時〜17時 会場戸定邸・戸定が丘
歴史公園 費用無料（戸定邸庭園内の鑑
賞には入館料が必要）

松戸宿つあーの様子
（松戸神社）

德川昭武の兄・慶喜は将軍時代、大坂城でフ
ランス料理を食べていました。そのメニューの
一品を参考に、将軍フレンチを創作しました。
歴史を舌でも感じ、お楽しみください。
4月30日㉁11時、13時から 会場松雲亭 定
員各20人 費用1,500円

協働のまちづくり基金

チャリティー自動販売機の
設置・提供者を募集します

④琥珀色のロマン『将軍珈琲』
最後の将軍慶喜ゆかりの香り・味をお楽しみください。
5月3日㈷10時〜 15時 会場松雲亭 定員先着100人 費用500円

⑤カフェ＆甲冑

池波正太郎の世界を再現

力作の手作り甲冑を見ながら、美味しいお茶を楽し
んでみませんか。
5月4日㈷・5日㈷10時〜 15時 会場松雲亭 定員先着
100人 費用各500円（抹茶・コーヒー・ぜんざい）

チャリティー自動販売機は、その設置者および
提供者（飲料メーカーなど）の協力により、市民
の皆さんが購入した本数に応じて、売り上げの一
部を、まちを明るく元気にする「協働のまちづく
り基金」に寄附していただく社会貢献型自動販売
機です。皆さんの参加・協力をお待ちしています。
問 協働推進課☎366−7062
□
「協働のまちづくり基金」とは
市民の皆さんからの寄附金と、その同額を市が上乗せする「マッ
チングギフト方式」により積み立て、これを原資に市民活動団体へ
助成金を交付します。寄附金がたくさん集まるほど、多くの市民活
動に助成することができます。

⑥朗読と食で味わう『池波正太郎の世界』 要チケット
「剣客商売」を題材に季節の味をお届けします。
5月6日㈰10時30分から 会場松雲亭 定員20人 費用2,000円

※催し物は◆日時、内容の順に掲載しています。
21世紀の森と広場内

博物館
〒270−2252松戸市千駄堀671
☎384−8181
開 館 時 間 …9:30 〜17:00（ 入 館 は
16:30まで）
休館日…月曜日（祝・休日の場合は
開館し翌日休館）
常設展観覧料…一般300円、高校・
大学生150円（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。

◆ガイドツアー（総合展示解
説）
毎日10:00、14:00からの約60
分間（要観覧券）
◆ミュージアムシアター
・4/30㉁まで
司馬遼太郞と城を歩く 第3巻
〜松山城・宇和島城・首里城・
姫路城〈60分〉
・5/1㈫〜31㈭
日本絵巻大全第1巻 土蜘蛛草
子〈36分〉
時 間13:15、15:15か ら 上 映
（土・日曜日、祝日は11:00か
らも上映） 会場講堂 定員各
先着80人 費用無料 ※4/22
㈰は講演会のため午後からの
上映を中止します。
◆4/22㈰ 13:30 〜16:00
第5回ニッポン建設映像祭
団地特集
会場講堂 内容常盤平団地等
高度成長期の団地建設記録映
像の上映と関連トーク 主催
アンダーコンストラクション・
フィルム・アーカイブ（市立
博物館共催）講師建築評論家・

植田実氏 定員先着80人 費
用無料
◆5/3㈷ ①10:00 〜 11:00②
13:30 〜14:30
こども体験教室「勾玉（まが
たま）づくり」
会場実習室 講師当館学芸員
対象小学生 定員各15人（抽
選） 費用無料
申 4/24㈫〔必着〕までに、往
復ハガキ（1人1枚）に、住所・
氏名（ふりがな）
・学年・電話
番号・希望時間を記入して「勾
玉づくり」係へ
◆5/5㈷ 10:00 〜11:00
館内公開〜博物館の裏方、お
見せします〜
講師当館学芸員 定員先着15
人 費用無料
◆体験教室「小学生学芸員〜
米づくり・展示づくり〜」①
5/19㈯ ②5/20㈰ ③7/7㈯ ④
8/4㈯ ⑤9/22㈷ ⑥10/6㈯ ⑦
11/3㈷ ⑧12/15㈯ ⑨12/16
㈰⑩1/12㈯⑪2/2㈯
【全11回】
時間①〜⑤⑦⑨⑩9:30 〜12:00
⑥ ⑧9:30 〜14:30⑪13:00 〜
14:30 会場実習室・水田ほか
内容田植えから収穫まで、米づ
くりの一連の作業を体験し、そ
の成果を学習資料展「昔のくら
し探検」の一角で発表 ※③〜
⑤が雨天の場合は翌日に順延。
⑤⑥は稲の生育状況によって日
程の変更もあり。 講師当館学
芸員・当館友の会有志 対象小
学4 〜6年生（なるべく全回参加
できる人、保護者の参加も歓迎）
定員15人（抽選） 費用無料

博物館と戸定歴史館は、市内在住の障がい者とその介護の人、市内在住の70歳以上の人は観覧料無料です。
また、小・中学生の観覧料は無料です。
申 4/27㈮〔必着〕までに、往復
ハガキ（1人1枚）に、住所・氏
名（ふりがな）
・学年・電話番号
を記入して「小学生学芸員」係へ

21世紀の森と広場

パークセンター
☎345 − 8900

講座はすべて申込制。電話でパー
クセンターへ（9:00 〜17:00）
開館時間…9:00 〜16:30
休館日…月曜日（祝日の場合は開館
し翌日休館）
※みどりの相談室は、水・土・日曜
日 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

当園内「光と風の広場」は、
放射線量低減対策による芝
の深刈り作業後の養生のた
め、5月中旬まで立ち入りで
きません。ご了承ください。

◆5/13㈰ 10:00 〜11:30
樹木ウオッチング「新緑の観
察会」
〔雨天時は屋内〕
講師自然解説員・藤田泰氏
定員25人 費用無料
◆5/19㈯ 13:30 〜15:00
園芸教室「季節の草花」
講師みどりの相談員・青島尚
祐氏 定員45人 費用無料
◆5/20㈰ 10:00 〜11:30
昆虫ウオッチング〔雨天時は
屋内〕
講師自然解説員・加賀芳恵氏・
室紀行氏 定員25人 費用無料
◆5/26㈯ 10:00 〜11:30
バードウオッチング〔雨天時
は屋内〕

講師自然解説員・直井宏氏
定員25人 費用無料
◆5/26㈯ 13:30 〜15:00
園 芸 教 室「 コ ン テ ナ で 作 る
ジャンボ落花生にチャレンジ
しましょう！」
講師みどりの相談員・丸尾三
恵子氏 定員30人 費用500
円
◆5/27㈰ 10:00 〜11:30
植物ウオッチング〔雨天時は
屋内〕
講師自然解説員・相澤章仁氏
定員25人 費用無料

戸定歴史館
☎362 − 2050
開 館 時 間 …9:30〜17:00（ 入 館 は
16:30まで）
休館日…月曜日（祝日の場合は開館
し、翌日休館）
。
入 館 料 … 一 般150円、 高 校･大 学 生
100円。戸定邸との共通入館券はそ
れぞれ240円、
160円
（団体料金あり）

◆6/17㈰まで
通常展「德川昭武が歩んだ幕
末・明治」

文化ホールギャラリー
☎367−7810
開館時間…10:00 〜18:00
休館日…月曜日

◆4/17㈫〜22㈰
アバンダンス絵画展
山川☎344−5037
◆4/20㈮〜22㈰
切手展覧会
屋代☎343−8560
◆5/8㈫〜13㈰
フォトクラブ写楽写真展

松本☎341−6352
◆5/12㈯・13㈰
春のいけ花展
石原☎343−2398

松戸駅市民ギャラリー
社会教育課市民文化班
☎366−7462

◆4/26㈭まで
緑樹会10号展
風間☎387−8055
世界に友達できちゃっ
た！ 写真展
中山☎311−9611
◆4/27㈮〜5/10㈭
松戸ボタニカルアートグ
ループ展
今☎366−1808
稔台シャレモジ会
飯島☎362−8284
◆5/11㈮〜24㈭
三人展
下川原☎368−7253
白菊会作品展
平井☎090−4927−7911
松戸駅市民ギャラリーの利用
受付と説明会
4/25㈬18:00から（ 応 募 多 数
の場合は抽選） 会場京葉ガス
F松 戸 ビ ル6階 会 議 室 内 容
6/24㈰ 〜9/28㈮ の 利 用受け
付け 持ち物印鑑等 ※平成
23年7月以降の抽選会で当選
した人は使用できません。
社会教育課☎366−7462

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。 12

