主な内容
毎月1日・15日発行

●市職員を募集します
●子育て支援課からのお知らせ
●まつど・こどもフォーラム参加者を募集
●松戸宿 夏の風物詩を巡ろう
●ロンドンパラリンピックに
齋藤紳一さんが出場

小・中学校で
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小学校
英 語 分 野 の 取 り 組 み

市の独自教材

アルファベット
（大文字・小文字）
が書ける
ヘボン式
ローマ字が
書ける

「ハートでENGLISH」

小学校卒業までに
できるように
なっていてほしいこと

「ハートでENGLISH」は、NHKの英語教育番
組などで有名な東洋学園大学の大西泰斗
（ひ
ろと）
教授監修の下、市が作成した小学校用
の英語教材です。

アルファベット
の発音の仕方
を知る

教材の特徴
1レッスン約10分×140回分の映像教材
なぞり書きできるWORKBOOK
（ワークブック）

400単語に
触れる

簡単な表現に
慣れる

教材の内容と構成
Part1 アルファベットを発音してみよう 書いてみよう

中学校での学力向上に生かされるよう、各小学校では「モ
ジュール」と称する短時間の繰り返し学習の時間を設定するな
ど、学校や児童・生徒の実態に応じて、工夫した特色ある授業を
展開しています。

市オリジナルの歌
「発音無敵ソング
（全27曲）
」
で
発音方法や代表的な単語の学習
楽しみながら大文字・小文字を練習

Part2 英語を話してみよう
1レッスンに1つのターゲット文
自己紹介・お気に入りのもの紹介・身近な人紹介

Part3 英単語にふれよう
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単語の練習、活用を目指したフレーズの練習
イメージによる意味把握

Part4 ヘボン式ローマ字を書いてみよ
ヘボン式ローマ字を書いてみよう
ヘボン式ローマ字の特徴の学習
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6年
矢切小学校
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め
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川村芽

今後は、中学校における英語指導の工夫や日本語分野との連携により、
総合的に「ことばの学習」を進めることで、児童・生徒の思考力・判断
力・表現力を育成していきます。

自分の名前や身近な地名の練習

年担任
矢切小学校6
荒川優一教諭

●広報まつど 2012 年（平成 24 年）8 月１日

道路はみんなの財産です
正しく大切に使いましょう

8月は
道路ふれあい月間

市では道路のバリアフリー化を推進しています。市民の
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問 建設総務課☎366−7357、道路維持課☎366−7358、
□
（県道）東葛飾土木事務所管理用地課☎364−5138

危険！ 道路上の乗り上げ

ブロック等は撤去を！

交通バリアフリーを目指して、今年度も重点整備地区に
指定されている松戸駅周辺地区のバリアフリー化の工事
を実施します。
■カーブミラー・ガードレール等が壊れてい
たり、道路が陥没していると事故につなが
る恐れがありますので、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。
使用するには占用料が必要です。
※使用手続きと占用料の納付がお済みでな
い場合は、速やかにご連絡ください。
■道路上に無許可で看板・のぼり旗・商品等
を置くことは法律により禁止されています
し、危険なのでやめましょう。
また、民地から植栽等が市道に出ると通行の
妨げになりますので、剪定をお願いします。

市職員を募集します

原爆投下日・終戦記念日
には慰霊と平和の祈念を

問 人事課☎366−7306
□

受験案内書配布期間8月1日㈬〜10日㈮の間に、市のホームページまたは直接人事課
（土・日曜日を除く）で配布 申込方法8月10日㈮〔消印有効〕までに郵送で 試験
日等9月16日㈰流通経済大学新松戸キャンパス他 受験資格①昭和28年4月2日〜昭
和57年4月1日の間に生まれた人②昭和57年4月2日以降に生まれた人③昭和59年４
月2日以降に生まれた人④昭和61年4月2日以降に生まれた人⑤昭和63年4月2日以降
に生まれた人 ※詳細は受験案内書でご確認ください。
試験区分

募集人数

事務職

10人程度

受験
資格

その他の受験資格

①

民間企業等での職務経験が平成24年7月31日現在で、直近7年
中5年以上ある人、技術職の場合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

行政職

民間企業等職務経験者

技術職
（土木） 5人程度
技術職
（建築） 若干名
技術職
（電気） 若干名

昭和20年8月6日8時15分に広島で、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、15日の終戦から今年で67年になり
ます。
戦争により亡くなられた皆さま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、15日㈬12時には、各職場や家庭
で1分間の黙とうをお願いします。
問 総務課☎366−7305
□

市職員の給与明細書に
掲載する広告を募集します

技術職
（機械） 若干名
社会福祉士
言語聴覚士

1人
各試験区分に対応する資格免許に関する職務経験が平成24年7
月31日現在で、直近7年中5年以上ある人

若干名

③
④

③短期大学もしくは高等専門学校④高等学校を卒業または平成
24年度卒業見込みの人

5人程度

②

社会福祉士の資格を有する人または平成25年3月31日までに資
格取得見込みの人

②

各試験区分の資格を有する人または平成25年3月31日までに資
格取得見込みの人

看護師
（行政）

若干名

栄養士

若干名

初級事務職
社会福祉士

行政職
上記以外

①

若干名

保健師

若干名

看護師
（行政）

若干名

栄養士

若干名

消防職

上級

大学を卒業または平成24年度卒業見込みの人
20人程度 ⑤

初級

短期大学もしくは高等専門学校を卒業または平成24年度卒業見込みの人
高等学校を卒業または平成24年度卒業見込みの人
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問 環境計画課減CO2担当室☎366−7089
□
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は協働事業です
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市等からのお知らせ

11

11

11

世 代 間 交 流 の 場・ ト キ 塾
﹁おもしろサイエンス教室パー
ト４﹂

11

387

15

362

８月 日㈰ 時〜 時 会場常
盤平市民センター 内容災害の科
学〜津波の謎にせまる〜 講師た
のたのじゅく・新井秀樹氏 定員
先着 人 持ち物筆記用具 費用
５００円︵資料代︶
電話で常盤平地域活性隊・新井
☎ ・５５６９・２０９５へ

22

364

10

■庭からみよう！ 戸定邸

383

昔のあそびとわらべうた
Ⅱ事業

節電の予報・警報が発令された際は、一層の節電にご協力ください。

383

11

８月４日㈯ 時 分〜 時 分
会場六実市民センター 内容けん
玉・カプラ・めんこ講習会 費用無料
昔のあそびと遊ぼう会・白石☎
・１５２２

366

30

■うたのおもちゃばこ

16

12

22

15

11

８月２日㈭ 時〜 時 分 会
場ふれあい
内容歌・日向野の
り え 氏︑ ピ ア ノ・ 德 川 眞 弓 氏 に
よる童謡コンサート 費用無料
ふれあい ☎ ・００２２

12

13

13

■国民健康保険運営協議会

366

８月９日㈭ 時から 会場市役
所新館７階大会議室 傍聴定員先
着５人︵受け付けは 時までに保
険課窓口で︶ ※議題等はお問い
合わせを︒
保険課企画調整班☎ ・
７３０７

16

■ぱそこん初心者無料相談会

８月９日㈭・ 日㈭ 時〜 時
︵１人１時間︶ 会場文化ホール
内容ボランティアによるマンツー
マンの相談 定員各先着 人
電話で社会教育課☎ ・７４６２

へ

13

■松戸市高校生英語スピーチ
コンテスト観覧者募集

８月 日㈯ 時から 会場市民
劇場 内容市内在住・在学の高校
生が自分の体験や考えを英語で発
表 費用無料
㈶松戸市国際交流協会☎ ・
７３１０
25

10

10

８月 日㈮９時 分〜 時 分
︹雨天の場合は︑ 日㈯も実施︺
費用戸定邸入館料
戸定歴史館☎ ・２０５０

45

30

10

■働きたい女性のおしゃべり
ティータイム

12

10

22

８月７日㈫ 時 分〜 時 分
会場ゆうまつど 内容働くことに
向けたヒントを探す︵個別相談あ
り︶ 定員先着 人 費用無料
電話で女性センター☎ ・
８７７８へ

366

10

■朗読をきくかい

15

15

８月８日㈬ 時〜 時 分 会
場ふれあい
内容松戸朗読奉仕
会会員による短編・エッセイ等の
朗読 対象障害者手帳を持ってい
る人等 費用無料
障害者福祉センター☎ ・
７１１１

366

366

■ひったくり防止自転車かご
カバーを配布します

12

松 戸 市・松 戸 警 察 署では︑ひっ
たくりの撲滅を目指し︑かごカバー
を先 着で１００個 配 布します︒カ
バー を 付 け る 自 転 車 で ご 来 場 く だ
さい︵ その 場で 取 り 付 け︑ １人 １
個︶
︒また︑移動交番車で警察への
手続きや相談等もできます︒
８月 日㈬ 時〜 時 分︹雨
天中止︺ 会場古ケ崎第２公園
︵古
ケ崎３の３３８２の１︶
生活安全課防犯対策担当室☎
・７２８５

30 15

■議場コンサート
︵シティ・ミ
ニコンサート︶
〜マリンバ・バ
イオリンによる光のひととき

８月 日㈬ 時 分〜 時 分
︵ 時 分開場︶ 会場市役所市議
会議場 演奏者岡本麻子︵マリン
バ︶
︑渡辺明日香︵バイオリン︶
曲目協奏的大ソナタ︑リーガル・
ハイス他 定員先着１５０人 費
用無料
社 会教育課☎ ・７４６２︵演
奏︶
︑市議会事務局☎ ・７３８１
︵会場︶
11

366

市職員の給与明細書は、1回当たり約5,000人の職員（臨時職
員含む）に配布されます。今回は平成24年12月期末勤勉手当か
ら平成25年5月例月給与まで配布する7回分の給与明細書（期末
手当含む）に掲載する広告を募集します。
規格（スペース・色）広告1枠につき縦68㎜×横179㎜以内、2
色刷り（青・赤） 募集枠数3枠 広告掲載料1枠につき7回分
で120,000円以上（消費税を含む）
※版代および印刷費用は市が負担します。
※掲載の決定は、広告基準に適合する申込者の中から金額の高
い順に3つの広告を決定し、掲載の可否を通知します。
※申込書、広告掲載基準等は人事課（市役所新館4階）で配付し
ています。また、市のホームページからもダウンロードできま
す。
申 事前に原稿案を人事課に提出し確認を受けてから、8月31日
□
㈮までに、申込書に原稿案を添付して、直接人事課（☎366−
7306）へ

5人程度

保健師

道路上に置かれた「段差の乗り上
げブロック」や「鉢植え」などが、
人や自転車・自動車の通行の妨げと
なるケースが増えています。
法律により、道路上にみだりに物
を置くことは禁じられています。万
が一事故が起きた場合には、ブロッ
ク等を置いた人が責任を問われる場
合もありますので、置かないように
してください。

2
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子育て支援課からのお知らせ
子
子育て支援課
からの
のお知らせ

障害児
（者）
手当について

問 子育
子育て支援課児童給付担当室☎366−3127
児童給
室☎ 66− 27
□

問 障害福祉課障害給付担当室☎366−7348
□

◆
◆児童扶養手当8月期分
（4 〜7月 手当額
分）を8月10日㈮以降、指定口座 子どもの人数
分
へ振り込みます
1人の場合

特別児童扶養手当の所得状況届・
障害者
（児）
の現況届

8月期分より、手当額が右記の金額
2人の場合
に変更されています。

特別児童扶養手当の認定を受けている人へ「所得状況
届」用紙を、また、特別障害者手当・障害児福祉手当・
経過的福祉手当の認定を受けている人へ「現況届」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10日㈮ 〜 9月10日㈪

全部支給(月額)

一部支給(月額)

41,430円

41,420円〜 9,780円

46,430円

（41,420円〜 9,780円）
＋5,000円

3人以上の場合 2人の場合の月額に、1人につき3,000円を加算

◆遺児手当8月期分（4 〜7月分）を8月10日㈮以降、指定口座へ振り込みます
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、
（それぞれ8月・
12月・4月の年3回支給）

◆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受け付けています

各種手当の概要

ひとり親家庭等医療費等助成を受けている人は、8月31日㈮までに「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」の提出をしてください。提出がないと、受給資格が失われます。
また、提出期限を過ぎると申請をした翌月1日からの適用となりますので、必ず期間中に継続登
録の申請をお願いします。なお、申請書は7月下旬に発送しています。

次の手当を受給するには申請手続きが必要です。

●特別児童扶養手当
次 の①〜③に 当 て は ま る、施 設 入 所 し て い な い 児 童
（20歳未満）を監護している父もしくは母、または養育
者に給付します。
①おおむね、身体障害者手帳（外部・内部）1 〜3級程度
②おおむね、療育手帳B1以上
③精神障害で①②と同程度以上
※所得により制限等があります。
※申請には、戸籍謄本・住民票等の書類が必要です。

◆児童扶養手当現況届（更新手続き）を受け付けています
児童扶養手当の認定を受けている人は、8月31日㈮までに「児童扶養手当現況届」の提出をし
てください。提出がないと、受給資格にかかわらず12月期分（8 〜11月分）以降の手当てが受け
られなくなります。また、提出期限を過ぎると年内の振り込みはできませんので、期間中に届け出を
してください。なお、現況届は7月下旬に発送しています。
※期間中、児童扶養手当受給者向けの就労相談コーナーを開催しています。

●特別障害者手当

◆子ども医療費助成受給券を発送しました

次の①〜⑦に2つ以上当てはまる、20歳以上で入院・
施設入所をしていない在宅の人で、ほぼ寝たきりまたは
身の回りのことを自分でできない、介助が必要な人が対
象です。
①両眼の視力の和が0.04以下（矯正視力）
②両耳の聴力レベルが100dB以上
③両上肢機能の著しい障害 ④両下肢機能の著しい障害
⑤体幹機能障害 ⑥内部障害で絶対安静状態
⑦療育手帳Ⓐ以上
※おおむね、身体障害者手帳の障害それぞれが1〜2級程
度の人。
※所得により制限等があります。

現在市へ登録されている小学校3年生までのお子さんのいる世帯に、新しい「子ども医療費助成
受給券」（8月1日㈬から有効）を7月下旬に発送しました。有効期間の過ぎた受給券は、保護者の
責任において破棄してください。受給券をお持ちでない人は、
市へ登録申請してください。
※小学校4 〜 6年生の医療費助成については、保護者が医療機
関で医療費を支払った後、2年以内に領収書と必要書類を市へ
申請していただき、審査後、自己負担額を控除した額を保護者
口座に振り込みます（受給券の発行はありません）。

被災者住宅再建資金利子補給金を
ご利用ください □住宅政策課☎366−7366

●障害児福祉手当
次の①〜⑨に1つ以上当てはまる、施設入所をしていな
い児童（20歳未満）が対象です。
①両眼の視力の和が0.02以下（矯正視力）
②両耳の聴力が補聴器を用いても認識できない
③両上肢機能の著しい障害
④両上肢の全ての指を欠く ⑤両下肢の用を廃す
⑥両大腿を1/2以上失う ⑦体幹機能障害
⑧内部障害（長期の安静が必要）
⑨療育手帳Ⓐ以上
※おおむね、身体障害者手帳1〜2級程度の人。
※所得により制限等があります。

問

震災により住宅に被害を被った人が金融機関からの資金を借り入れた場合、その利子の一
部を補助します。
対象者次の①〜③全てを満たす人
①罹災（りさい）証明を受けた住宅を自己または親族が所有し、当該被災住宅に居住してい
た人
②被災住宅に代わる住宅の建設または購入を市内で行う人および市内の被災住宅の補修を行
う人
③平成23年3月11日以降に金銭消費貸借契約を金融機関と締結し、平成26年3月31日までに
融資の実行を受ける人

●松戸市心身障害児福祉手当
身体障害者手帳1〜 4級または療育手帳B1以上の人で、
施設入所していない市内在住の児童（20歳未満）の保護
者に給付します。
※障害児福祉手当との併給はできません。
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30
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■退職金の準備は万全ですか
〜退職金共済掛金助成制度

20

330

361

■ 馬 橋 地 区﹁ ふ れ あ い 広 場 ﹂
の出展者︵団体︶募集

10

18

51

■ 臨 時 教 職 員 候 補 者︵ 講 師 ︶
登録会

25

368

72

東葛飾教育事務所管内︵松戸・
柏・野田・流山・我孫子・鎌ケ谷
の各市︶の小・中学校に勤務を希
望する講師の登録会を行います︒
８月６日㈪９時 分から︵９時
から受け付け︶ 会場東葛飾合同
庁舎
県教育庁東葛飾教育事務所管理
課☎ ・２１２４

727

■ひみつ堂①テーブルで楽し
む茶道②小物づくり③怪談百
語り

８月①１日㈬②７日㈫各 時〜
時③ 日㈯ 時から 会場松戸
探 検 隊 ひ み つ 堂︵ 松 戸 駅 下 車 ︶
定員先着①②各 人③ 人 費用
①③各千円②５００円
電話で松戸市観光協会︵ひみつ
堂︶☎ ・７８２５へ
12

050

366

市では︑共済掛金の一部を助成
しています︒
対象平成 年１月１日〜６月
日の間に中小企業退職金共済制度
および特定退職金共済制度に新規
で加入した事業主
８月 日㈪〜９月 日㈮の間
に︑ 直 接 商 工 観 光 課︵ ☎ ・
７３２７︶へ

30

011

10

B2

内容 月 日㈰に第三中学校で
開催する同広場の出展希望者説明
会 説明会日時９月１日㈯ 時〜
時 分 会場馬橋東市民セン
ター
８月 日㈮までに︑電話または
ＦＡＸで馬橋地区社会福祉協議会
☎
・２７５８へ

17

10 24

30

■千葉県統計グラフコンクー
ル作品を募集

15

65

366

統計知識の普及と統計表現技術
向上のため︑統計グラフを募集し
ます︒
課題自由 規格 ・８㌢× ・
５㌢︵ 判︶またはパソコン統計
グラフ 対象小学生以上
８月 日㈭までに︑直接総務課
統計担当︵☎ ・８０５６︶へ

10

345

■国民年金保険料
﹁後納制度﹂
が始まります

14

従来︑国民年金保険料は２年を ■ サ マ ー セ ミ ナ ー﹁ 地 域 福 祉
過ぎると時効により納付できませ 活動計画﹂を活かそう！
８月７日㈫ 時 分〜 時 分
んでしたが︑国民年金法の一部改
正により︑平成 年 月１日から 会場市民会館 講師早稲田大学人
３年間に限り︑ 年以内であれば 間科学学術院教授・田中英樹氏
納 付 す る こ と が で き る﹁ 後 納 制 対象市内在住の人および福祉関係
度﹂が始まります︒ご利用の場合 者︵ 手 話 通 訳︑ 要 約 筆 記 あ り ︶
は︑電話で国民年金保険料専用ダ 定員先着１２００人 費用無料
イヤル ☎( ０５７ ０・ ・ ま) た
︵社福︶松戸市社会福祉協議会☎
は日本年金機構松戸年金事務所
・０５０３︑
・０２０３
︵ ☎ ・ ５ ５ ９ ５︶ に お 申 し 込 み
く だ さ い︒ ※ 歳 以 上 で 老 齢 基 ■再生自転車を販売
礎年金の受給資格がある人は利用
８月４日㈯９時〜 時︵８時
できません︒
分から整理券配布︶ 会場シニア
交流センター 販売台数約 台
国民年金課☎ ・７３５２
︵売り切れ次第終了︶ 価格５千〜
１万２千円︵防犯登録付き︶
公益社団法人松戸市シルバー人
材センター☎ ・５００５

04

■ が ん 患 者・ 家 族 サ ポ ー ト プ
ロ グ ラ ム﹁ ア ロ マ ト リ ー ト メ
ント講習会﹂

９月６日㈭ 時〜 時 分 会
場 が ん 患 者・ 家 族 総 合 支 援 セ ン
ター︵つくばエクスプレス柏の葉
キャンパス駅下車︶ 内容アロマ
テラピーについてのお話︑ストレ
スケアを目的としたアロマトリー
トメント体験他 持ち物フェイス
タオル 費用５００円
８月 日㈮までに︑電話で同セ
ン タ ー ☎ ・ ７ １ ３ ７・０ ８ ０ ０
︵月〜金曜日の 時〜 時︶へ
24

平成24年6月22日から、金融機関について、住宅金融支援機構と提携して販売している住
宅ローン（フラット35・50）に限り、借入先の金融機関を問わず、補助対象に含めることに
なりました。詳細はお問い合わせください。

15

346

24

30

10
28

14

20

23

21

366

30

電力需給がひっ迫した場合、安全安心メール・市のホームページ・公式twitter等で節電予報・節電警報をお知らせします。
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平成24年度

第2回松戸市景観表彰の
候補を募集します！
募 集
メイン
テーマ

「私が好きな松戸の景観スポット」
写真とコメントを募集します！

商業に関連する建物・活動など
商
商業
業に
業
に関連
関連す
連する
する
る建
建物
建
物・
物
・活
・
活動な
活動
動など
など

皆さんの身近に「お気に入りの場所」
「大事にしたい場所」
「とても安らぐ場所」などはありませんか？ そんな景観スポッ
トの写真にコメントを添えて、ぜひご紹介ください。
申 11月1日㈭〜30日㈮の間に、郵送ま
□
たはEメールに写真を添付し、住所・氏
名・電話番号・その撮影場所と選んだ
理由（最大100文字程度のコメント）
を記入して、〒271−8588松戸市役所
都市計画課景観担当室（ mckeikan
@city.matsudo.chiba.jp、☎366−
7372）へ ※作品は1人5点以内（写
真プリントはA4サイズまで、デジタ
ルデータは2MBまで）。※応募作品は
返却しません。※写真の著作権は市の
平成23年度応募作品
帰属とさせていただきます。※応募作
「常盤平のけやき通り」
品は広く皆さんにご覧いただけるよう、 新緑のころは、特に陽を
市の関係施設やイベント等での展示を 遮ってくれて、街路樹の立派
な木の幹にあらためて驚かさ
予定しています。※多くの人にご応募 れました。桜並木もいいです
いただくため、今年度から周知期間を が、緑のパワーを感じる木々
です。（清水一さん）
長くし、年度内1回の募集とします。

第1
第1回松戸景観大賞（建築物部門）
流通経済大学 新松戸キャンパス
流通

（メインテーマ以外の候補も募集しています）
（メ
メイ
メ
インテ
イン
テー
ーマ
マ以外
マ以
外の
外
の候補も
の候
補も募
募集し
募集
して
ています
てい
ます）
）

市では、景観づくりをより一層進めるため、景観形成に役割
を果たしている建物や活動等を表彰します。皆さんから応募・
推薦されたものを対象として松戸市景観審議会等で選考・審査
を行い、平成25年1月の景観フォーラムで表彰します（表彰者
には表彰状と記念品を贈呈）。
募集対象①市内の商店街など商業に関係する建築物や、広告物、
街路灯などの工作物で景観形成に寄与しているもの②市内で行
われている商業に関係する景観づくり活動（美化活動、花壇づ
くり、まちづくり活動など）
表彰対象①建築物・工作物の所有者、設計者等②活動する個人
または団体
※表彰対象者等の公表に関する同意が必要です。
申 9月28日㈮〔必着〕までに、所定の推薦（応募）調書を直接
□
または郵送で〒271−8588松戸市役所 都市計画課景観担当
室（☎366−7372）へ
※推薦（応募）調書は、都市計画課景観担当室で配布していま
す。また、市のホームページからもダウンロードできます。

第1回松戸景観優秀賞（建築物部門）
セブンタウン常盤平店

景観賞の愛称も
募集しています
詳細は都市計画課景観
担当室にお問い合わせい
ただくか、市のホーム
ページをご覧ください。

「白井聖地公園行き」
季節バスを運行します

小さなメディアを、この手で作る
〜情報紙の作り方を学ぶ６日間〜〔全6回〕 要申込
情報紙を作ってみませんか。紙面づ
日時
会場
くりのコツやレイアウトなど、編集の
男女共同参画の視点から見た
9/5㈬
広報とは…
プロセスを学ぶことができます。
編集にあたっての視点、用語
会場ゆうまつど 内容情報紙の制作過
9/12㈬ 10:00
や表現について学ぼう
程を学び、グループワークを通じて編
〜
作りたいのはどんなメディア？
9/19㈬
集のスキルアップを目指す 講師東海
12:00
企画をカタチにしてみよう
9/26㈬
大学講師・辻智子氏、㈱文化工房制作
目立つが勝ちのデザイン
10/3㈬
プロデューサー・望月龍志氏 定員先
みんなでワークショップ
10/17㈬
着20人 費用無料
※一時保育あり（要予約、1歳10カ月以上、先着5人、おやつ代他1回200円）。
申 電話で女性センター☎364−8778へ
□

運行日8月11日㈯・12日㈰・13日㈪ 運行区間新京成五香駅西口〜
旧六高台病院〜六実駅入口〜白井聖地公園（片道約40分）
問 ちばレインボーバス㈱☎0476−46−0022
□

停留所
運賃
８時
９時
10時
11時
12時
13時

青少年会館

青年講座

要申込

若い世代をチョッとサポート〜であう・はじめる・やってみる〜
「友だちと一緒に何かやってみたい」
「新しい出会いを求めている」というあなた
を、ちょっとだけ後押しします。
内容

講師

定員
（先着）

費用

8/25㈯
10:00〜 市民会館
13:00

初心者でも簡単にできる
料理を作って、みんなで
試食会

聖徳大学人間栄
養学科助教・小
林久子氏

30人

材料費
600円

「婚活」
支援講座

9/1㈯
13:00〜 文化ホール
15:00

公認「仲人士」を迎えて、
今時の婚活事情や素敵な
コミュニケーションのと
り方を伝授。最後にお見
合いシミュレーションも

しあわせ結婚相
談所
KARUNA・田
原奈美氏

32人

無料

簡単・有効
「護身術」

9/8㈯
13:00〜 青少年会館
15:00

いざというときの危険回
避にやさしくて実践的な
護身術を。男子も必見

古武術研究会・
村松幸龍氏

20人

無料

9/15㈯
13:00〜 青少年会館
15:00

誰でも手軽にできるヘル
スバレーボールで楽しく
交流

青少年会館
職員

24人

無料

講座名

日時

一人暮らしの
簡単クッキング

軽スポーツで
楽しく

会場

参加者募
集

日時8月28日㈫13時〜16時30分
要申込
会場文化ホール
自分の未来や
分の
分
や、 松戸
や
松戸駅前の将来につ
戸
の将 に つい
つい
自分の未来や、松戸駅前の将来につい
て、小・中学生の皆さんで考えて発表す
る、こどもフォーラムを開催します。皆さ
んの参加をお待ちしています。
象
対象市内在住・在学の小学校5・6年生、
中学生 定員先着40人 費用無料
申 8月20日㈪までに、電話で子育て支援課
月20日㈪までに、電話で子育て支
でに、
で
て
□
☎366−7347へ
松戸花火大会の観覧にあたり、前日までの場所取りはご遠慮ください。

14時

14時

15時

15時

40

市立松戸高等学校

中学生対象学校説明会
日時8月22日㈬9時受付開始

会場同校体育館

内容概要説明、国際人文科の概要説明、写
真による学校紹介、校舎・設備見学、部活
動見学、質問コーナー 持ち物上履き
※事前の申し込みは不要です。保護者も参
加可能です。
※国際人文科の体験入学を10時40分から
行います。
問 同校☎385−3201
□

対象市内在住・在勤の20〜30歳代の未婚の男女
申 電話またはEメールに住所・氏名・電話番号・性別を記入して、青少年会館☎344
□
−8556、 mcseishounenkaikan@city.matsudo.chiba.jpへ

まつど・こどもフォーラム 2012

五香駅西口行き ※五香駅西口〜白井聖地
五香駅 旧六高台 六実駅 停留所 白井聖地 公園行きは乗車のみ、白
西口発
病院
入口
公園発 井聖地公園〜五香駅西口
600円
520円
480円
運賃 600円 行きは降車のみの運行。
00 30 05 35 10 40 ８時
乗車の際、降車する停留
９時
所を告げ、運賃を前払い
50
55
10時 00 30 してください。
20
00 30 11時
25
※子ども運賃は半額です。
12時
50
※道路状況により遅れる
40
50
45
13時
20
場合があります。
白井聖地公園行き

「介護支援ボランティア」
登録説明会を開催します

要申込

「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。
対象次の全てを満たす人①市
申し込み
日時
会場
締め切り日
内在住の65歳以上②要介護
東部市民センター 8/31㈮
（要支援）認定を受けていな 9/10㈪
10/10㈬
馬橋市民センター 10/1㈪
13:00〜
い③介護保険料に未納・滞納
15:00
11/1㈭
ゆうまつど
10/24㈬
がない 定員各先着50人
12/10㈪
小金市民センター
11/30㈮
持ち物筆記用具、印鑑
申 各申し込み締め切り日までに、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

問 松戸花火大会実行委員会事務局（商工観光課内）☎366−7327
■

4
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松戸宿

夏の風物詩を巡ろう
角町

〒郵便局
旧水戸街道（陸前浜街道）
宮前町
三丁目

レンガ橋

3
9

5

5

1

坂川

16

8
6

松戸駅
市民会館

14 16

⑥むかし遊び・駄菓子屋

問 松戸宿坂川献灯まつり実行委員会
□
☎362−5356
（ http://www.kentou.org/）

8月9日㈭・10日㈮13時〜21時
会場伊勢丹松戸店裏の坂川沿道（春雨橋からレン
ガ橋まで）
※8月9日㈭17時から坂川ひろばで開会式を開催。
※8月10日㈮17時から松戸神社境内で、献灯ま
つりコンサートを開催。

伊勢丹
西口

JR 常磐線

戸定
歴史館

松戸宿坂川献灯まつり

7
11 1
13 特設ステージ
4
2 1 坂川ひろば
松先稲荷

松龍寺
至金町

神田川

4 10

松戸神社

慈眼寺 5

会場案内
● 本部

12

秋葉神社

角町
自治会館

春雨橋

8月9日㈭・10日㈮15時〜21時 会場松先稲荷境
内 内容カンカラゴマ等、昔懐かしい遊びを体験

⑦松戸シティガイドツアー

要申込

東口

8月4日㈯の松戸花火大会
を皮切りに、坂川周辺や戸
定歴史館
さまざまな
定歴史館でさまざまなイベ
ントが開催されます。
JR常磐線ガード下歩道に
は箱あんどんやマップも設
営されます。坂川と戸定歴
史館周辺の散策をお楽しみ
ください。

⑬特設ステージ
9日㈭・10日㈮は夕方から坂川ひろば特設ス
テージで、JAZZフェスタや太鼓演奏等楽しい
催し物を予定しています。ぜひお越しください。

8月9日㈭・10日㈮16時から 内容ひみつ堂から
周辺をたどり、献灯まつり会場までを案内
申 電話またはFAXで松戸シティガイド☎ 727−
□
7825へ

⑧松先稲荷和ろうそく献灯
8月9日㈭・10日㈮17時〜21時 会場松先稲荷
境内 内容松先稲荷への御祈願献灯用に、特製の
和ろうそくを2本500円で販売

⑨とうろう流し

①献灯提灯・献灯あんどん・箱あんどん
8月10日㈮までの18時〜22時 会場坂川ひろば他
内容約300灯の献灯提灯・あんどんが並ぶ

②カヌー体験乗船
8月9日㈭9時〜15時 会場坂川ひろば 対象小学
3年〜高校生 費用無料
※予定数で終了。ぬれてもいい服装でお越しくだ
さい。

③とうもろこし市
市
8月9日㈭・10日㈮12
2
時〜20時（売り切れ次
次
第終了） 会場松龍寺参
参
道 内容焼きとうもろ
ろ
こしを1本300円で販売
売

8月9日㈭・10日㈮18時〜21時（受け付けは20
時まで） 内容「おばあちゃんの夢灯篭」
（地元長
寿会作、地元商店街で事前購入可）を1灯500円
で、祈りと願いを伝える「震災復興支援とうろう」
（当日先着200個、売り上げの半額は支援金へ）
を1灯1,000円で販売し、仮設桟橋から放流

⑩四萬六千日献灯
8月9日㈭・10日㈮18時〜21時 会場松龍寺境
内 内容観音様の縁日にともしびを奉納した故事
に由来し、境内に明かりを並べる

⑪ゆかたde坂川めぐり
8月
8月10日㈮18時〜19時30分
内容浴衣を着こな
した参加者の中から、
投票により「ゆかたde坂川
した
めぐり姫」を決定
投票所松先稲荷（18時）、松
めぐ
戸神社（18時20分）、松龍寺（18時40分） ※結果
戸神
発表は19時15分から坂川ひろばで。
発表

⑫風流ながし踊り
⑫風
8月
8月10日㈮18時30分から
会場坂川沿道
盆踊り連による流し踊り披露
盆踊

④短歌・俳句・川柳コンテスト
川柳コンテスト
8月9日㈭・10日㈮13時〜15時に松龍寺で応募受
け付け 内容とうろうに作品を記入して応募、入
賞作品は10日㈮17時から坂川ひろばで発表・表彰

⑤復興市・縁日屋台
8月9日㈭・10日㈮13時〜21時 会場坂川沿道、
松龍寺参道、慈眼寺境内 内容関係団体による縁
日屋台、震災被災地からの出店等による復興市

〜笑顔でつなぐ松戸の「和」〜

第39回松戸まつり
『バザール』

出店者
を募集

日時10月6日㈯・7日㈰10時〜 17時
会場松戸中央公園（松戸駅東口）
内容市内の商店等の目玉商品、市民の趣味やアイデアから生
まれた作品 出店スペース1ブース2.5ｍ×1.5ｍ 対象市内の
事業者・任意団体、市民 費用4,000円
申 8月20日㈪・21日㈫13時〜16時の間に、本人確認ができ
□
る物（運転免許証やパスポート等、顔写真入りの身分証明
書）を持参して、直接松戸商工会議所（☎364−3111）へ
※代理申し込みや複数申し込みはできません。9月7日㈮に松
戸商工会議所で行う出店申込者説明会に必ず出席してください。

5

内容

戸定歴史館の催し物
問 戸定歴史館☎362−2050
□

⑭展覧会「坂川・江戸川 水景色」
9月2日㈰までの9時30分〜16時30分（17時閉
館） 会場戸定邸 内容德川昭武や慶喜が撮影し
た明治時代の坂川・江戸川の写真を展示 費用戸
定歴史館入館料 ※毎週月曜日は休館。

⑮写真の現地ミニ解説ツアー

要申込

8月10日㈮18時から 内容上記展覧会で展示す
る写真の撮影現場を案内 定員先着20人 費用
無料 ※事前に電話で予約を。

⑯献灯コンサート
8月9日㈭Ⓐ16時〜16時30分Ⓑ19時30分〜20時
会場Ⓐ戸定邸Ⓑ松戸神社境内 出演江川良子氏
（サクソフォン）、大柴拓氏（ギター） 曲目「タ
ンゴの歴史」より 他 費用Ⓐ戸定邸入館料Ⓑ無料

東日本大震災復興支援

松戸花火大会イン2012
〜みんなであげる夢花火〜
問 松戸花火大会実行委員会事務局
（商工観光課内）
□
☎366−7327 ※当日は☎0180−99−1480へ。

8月4日㈯19時15分〜20時20分（予定）、江戸
川河川敷（市立図書館本館先） ※雨天・強風等
の場合は8月11日㈯に順延。また、8月3日㈮ま
で協賛金の募集を受け付けています。

伊藤左千夫「野菊の墓」矢切の里文学祭

「第7回初恋短歌大会」
会」短歌を募集
◆テーマ…初恋（作品は未発表のものとし、1人2首まで）
◆テーマ…初恋（作品は未発表のものとし、1人2首
首まで）
◆部門…①一般の部②小・中・高校生の部
◆参加費…①1首500円（資料代含む、投稿用紙とともに
◆参加費…①1首500円（資料代含む、投稿用紙と
ともに
現金書留で事務局まで送付）②無料
※投稿用紙は観光協会のホームページ（ http://www.
/www.
matsudo-kankou.jp/）からダウンロードできます。
。
申 9月4日㈫〔消印有効〕までに、作品・住所・氏名・電話
□
・電話
番号・性別・年齢（学生は学校名と学年も）を記入して、
して、
〒271−8588松戸市役所商工観光課内 松戸市観光協会
光協会
「第7回初恋短歌大会」係（☎366−7327）へ
表彰式は10月27日㈯にまつど市民活動サポートセンター
ンター
で行います。

市のホームページ・公式twitterのほか、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。
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乳がん検診のお知らせ

健康教室「糖尿病教室」 要申込

要申込

●乳がん（エコー）検診「後期分」
実施月11月・平成25年2月 会場中央保健福祉センター 対象市内在住の昭和48
年4月1日〜昭和53年3月31日生まれの女性で、共通受診券を持っている人 費用
400円 ※生活保護世帯で受診証を提示した人、市民税非課税世帯の人は無料。
申 8月31日㈮〔消印有効〕までに、直接本庁・各支所の市民健康相談室かハガ
□
キ（封書可）に郵便番号・住所・氏名・生年月日・電話番号・希望曜日（「土曜
日」または「平日」と記入）・登録番号（共通受診券に記載の番号）を記入して、
〒271−0072松戸市竹ケ花74の3保健福祉課健診担当室「エコー検診」係
（☎366−7487）へ ※案内通知は10月中旬に発送予定です。
●乳がん（マンモグラフィ）検診「後期分」
実施月10月〜平成25年2月 会場中央・常盤平・小金各保健福祉センター、六
実市民センター別館、東部スポーツパーク、新松戸・小金原各市民センター、
総合福祉会館 対象市内在住の昭和48年3月31日以前に生まれた女性で、共通
受診券（国民健康保険加入者は受診券）を持っている人 費用400円 ※75歳
以上の人または65歳以上74歳以下で一定の障害認定を受けた後期高齢者医療
被保険者証を持っている人、生活保護世帯で受診証を提示した人、市民税非課
税世帯の人は無料。
申 8月31日㈮〔消印有効〕までに、直接本庁・各支所の市民健康相談室かハガ
□
キ（封書可）に郵便番号・住所・氏名・生年月日・電話番号・希望会場・登録番
号（共通受診券に記載の番号）を記入して、〒271−0072松戸市竹ケ花74の3
保健福祉課健診担当室「マンモグラフィ検診」係（☎366−7487）へ ※案内通
知は9月中旬に発送予定です。
※しこり・痛みがある等の自覚症状がある場合は、保険証を持参し、医療機関で
受診してください。 ※「共通受診券」をお持ちでない人は受診できません。※申
し込み多数の場合、実施会場や曜日が希望に沿えないことがあります。

8月①8日㈬14時②22日㈬14時30分から 会場①市立病院4号館地下1階会議
室②市立病院2号館5階職員食堂 内容①食事療法の基本について②運動療法に
ついて 講師①同病院管理栄養士②同病院理学療法士 対象糖尿病患者、家族
および糖尿病に関心がある人 費用無料
申 電話で同病院健康管理室栄養担当☎363−2171（内線1008、1894）へ
□

愛の献血
8月①10日㈮②15日㈬各10時〜11時45分、13時〜16時 会場①ダイエー新
松戸店前②市役所 持ち物保険証・運転免許証等本人確認ができる物 主催松
戸市献血推進協議会 ※松戸献血ルームPure（☎703−1006）では随時受け
付けしています。
問 保健福祉課健診担当室☎366−7487
□

健康塾「検査でどこまでわかる？」要申込
8月22日㈬14時30分〜16時 会場東松戸病院大会議室
技師 定員先着60人 費用無料
申 電話で同病院保健福祉医療室☎391−5500へ
□

幼児救急法スクール

小さい子のためのおはなし会

8月2日㈭・3日㈮・7日㈫・9日㈭・10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0〜3
歳程度の子と保護者 定員
各先着10組 費用無料
申 電話で同センター☎331
□
−0077へ

要申込

9月1日㈯13時〜16時 会場ゆうまつど 内容事故
やケガなどの応急手当の実技等 対象出産準備中ま
たは育児中の人 定員先着25人 費用1人100円
（保険料） ※一時保育あり〔要予約、6カ月以上
4歳未満、先着10人、費用100円（保険料）
〕
。
申 電話で援護担当室☎366−3019へ
□

パパと一緒の0歳児広場

要申込

講師同病院臨床検査

要申込

8月4日㈯11時〜12時 会場おやこDE広場ゆうま
つど 内容0歳児の父親が絵本・手あそびを楽しみ
ながら、育児の困ったこと・喜びを語り合う 対象
0歳児の子と父親 定員先着12組 費用無料
申 電話で同広場☎090−9385−7714（火・木・土
□
曜日の9時30分〜16時30分）へ

夏休み工作教室 要申込
「星座早見盤を作って、プラネタリウム
の星空を見てみよう！」
8月16日㈭10時〜11時30分 会場市民会館 定員
先着30人（子どもは保護者同伴） 費用無料 ※作っ

た星座早見盤は持ち帰ることができます。
申 電話で同館☎368−1237へ
□

絵本はじめのいーっぽ
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㈫ 9:30〜10:00

チェリッシュ・サポート・システム
（野菊野保育園内）

８/22㈬10:30〜11:00 青少年会館
８/23㈭10:30〜11:00 矢切公民館
８/24㈮14:00〜14:30 根木内こども館〔（社福）晴香内〕

対象0〜3歳程度の子と保護者 費用無料
問 子ども読書推進センター☎331−0077
□

※催し物は◆日時、内容の順に掲載しています。
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…月曜日（祝日の場合は開館
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/

◆9/1㈯ 14:30
ジョン・健・ヌッツオ リサ
イタル
会 場 小 ホール 費 用 全 席 指 定
5,500円（発売中）※未就学児不可
◆9/2㈰ 13:00

森のホール21
大ホール

期日
14 火

今月の催し物

内容（★は有料）

開演時間

☎384−5050
問い合わせ先

㈱フリーギア
ｗ−ｉ
ｎｄｓ．
Ｌ
ＩＶＥＴＯＵＲ ２０１２
★完売 18:30 ☎03−6804−3355

25 土 熱帯ＪＡＺＺ楽団
2 木

第15回ハワイアンカーニバル
会場大ホール 費用全席自由
1,500円（発売中） ※小学生以
下無料
◆9/8㈯ 13:00
寺内タケシとブルージーンズ
会場大ホール 費用全席指定
5,000円（発売中）※未就学児不可
◆9/14㈮ 18:30
アフリカ音楽紀行｢ガーナ国立
舞踊団｣
会場大ホール 費用全席指定S
席 5,500 円、A 席 5,000 円、B
席4,500円（発売中）※未就学
児不可

★

広瀬・加藤バレエスタジオ
プチコンセールⅧ

16:00 ＲＯ−ＯＮ☎365−9911
15:30

同スタジオ
☎341−8982

12 日 第１２回 オーロラバレエ発表会 15:30 大川由紀子☎343−1937

小ホール

15 水 Ｌｕｃｅ音楽院サマーコンサート 12:30 同院☎392−8047
19 日

スワンバレエスクール
第５回 発表会

16:30

同スクール
☎367−4763

22 水

トモコバレエアカデミー
第４回発表会

16:30

髙倉（入場申込制）
☎090−7847−3626

小松真知子タンゴクリスタル
大山倶楽部コンサートサービス
24 金
14:30
★
☎045−781−8582

休館日…月曜日（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。

対象市内在住で、中学生以下のお子さんがいる保護者や妊娠中の人

◆9/15㈯ ①14:00②17:30
コロッケ コンサート
会場大ホール 費用全席指定S席
5,500円、Ａ席4,500円（発売中）
※５歳以上有料、５歳未満膝上無料
◆9/15㈯ ①14:00②18:00
ザ・ニュースペーパー
会場小ホール 費用全席指定
4,500円（発売中）※未就学児不可
◆9/25㈫ 14:30
アストロリコ タンゴ四重奏
会場小ホール 費用全席自由
2,800円（発売中）※未就学児不可
◆9/29㈯ 17:00
森山良子コンサートツアー
会場大ホール 費用全席指定
6,000円（発売中）※未就学児不可
◆9/30㈰ 14:00
東京交響楽団 松戸名曲コン
サート
会場大ホール 費用全席指定S席
6,000円、A席5,000円、B席4,000
円（発売中）※未就学児不可

市民会館
☎368 − 1237 ★は有料
休館日…月曜日（祝日の場合は開館
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。

◆8/7㈫ 13:30
平成24年サマーセミナー
（社福）松戸市社会福祉協
議会☎368−0503
◆8/11㈯ 13:30
松戸一輪車クラブ舞台発表会

同クラブMIC・清水☎090
−2540−6311
◆8/17㈮ 15:00
松戸青年会議所創立45周年
記念式典
㈳同会議所・岩瀬☎367−
1983
◆8/26㈰ 10:00
うたと踊りの祭典
松 戸 か ず み の 会・ 滝 沢 ☎
090−8848−8082

市民劇場
☎368 − 0070 ★は有料
休館日…月曜日（祝日の場合は開館
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。

◆8/2㈭ 15:30
Tutti リトルコンサート vol.9
ピ ア ノ 音 楽 教 室Tutti☎
344−8418
◆8/3㈮ 14:30
第5回 PVコンサート
松 戸PV音 楽 教 室 ☎367−
8338 ※要申込
◆8/5㈰ 13:30
ピアノ発表会
立原☎367−8839
◆8/12㈰ 14:00
ムジカ・エポカ ピアノ教室
発表会
八代☎090−4846−7832
◆8/18㈯ 14:00
第18回松戸児童合唱団定期演
奏会 ★

問 保健福祉課☎366−7486
□

松戸児童定演事務局☎090
−4133−1364
◆8/25㈯ 13:00
第31回松戸市高校生英語ス
ピーチコンテスト
㈶松戸市国際交流協会☎
366−7310
◆8/29㈬ 13:55
松戸童謡の会 童謡を歌う
（月例会） ★
鈴木☎343−6631
◆8/30㈭ 10:00
都瑠友の会歌謡祭
妻野☎386−9643

ヨガ教室
①8月1日〜22日の毎週水曜日
11時 〜13時、8月3日 〜24日
の毎週金曜日②９時〜11時③
15時〜17時 会場①②常盤平
体育館③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
申 直接会場で
各 同 体 育 館 ① ② ☎386−
0111③☎331−1131
ピラティス教室
8月8日㈬・22日㈬11時〜12時
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400円
申 直接会場で
同体育館☎341−2242

6

●広報まつど 2012年（平成24年）８月１日

このコーナーは市民団体等からのお知らせです（●マークは社会教育関係団体）
…日時、日程
…会場
…内容
…講師
…対象
…定員
…持ち物
…費用（記載のないものは無料）
…申込方法、申込先
…問い合わせ先
で川いい会・阿部☎ 343−5463へ
◆夏休み「坂川あそび」
8月22日㈬10時古ケ崎市民センター集
合、13時解散〔雨天決行〕
舟遊び・
●菊講習会
水質調査等
8月5日㈰13時〜15時
プレイハウ
小学3〜6年生
先着
ス榎本（八ケ崎ビッグA裏）
福助菊、 40人
水筒・帽子・タオル ※昼食付
水耕栽培
き
千松菊花会・菊地☎365−
電話で坂川に清流を取り戻す会・
7206
秋山☎362−9337へ
◆ペットボトルを使ったおもしろ実習教室
◆公開講座「園芸作物栽培における新
8月5日㈰①13時②15時から
市民
技術の基礎と応用」
8月25日㈯13時〜16時
千葉大学
会館
各先着70人
電話でNPO葡
園芸学部
萄の家・西手（にして）☎364−6899へ
先着100人
直接会場で
同大学同学部学務係☎308−8712
◆松龍寺400年講座「古地図で史跡め
●柳家千寿の落語教室〔全5回〕
ぐり」
8月5日㈰13時30分松戸駅西口デッキ
①8月26日㈰15時30分〜17時②〜④
集合、15時解散
8月29日㈬、9月8日㈯・15日㈯10時〜
先着40人
500
11時30分 ⑤9月30日 ㈰13時30分 〜15
円
電話で松戸学会・栗原☎090−
時
6472−3136へ
①⑤小金北市民センター②〜④ふ
れあいネットまつどみんなんち（JR北小
◆原爆の絵展
金駅下車）
8月7日㈫〜11日㈯9時〜21時（ 7日㈫
小学生以上
先着10人
は12時から、11日㈯は16時まで）
1,000円（①⑤のみ500円）
電話
でNPO子どもっとまつど・渡辺☎344−
市民会館
憲法を生かす会松戸・同展
実行委員会・篠原☎386−4339
2272へ
◆常盤平「平和のつどい」
◆史料館親子見学会
8月7日㈫10時〜15時
常盤平市民
8月29日㈬9時30分〜11時
マブチ
センター
モーター史料館（松飛台）
新日本婦人の会常盤平班・
小学5・6
浅利☎385−1622
年生とその保護者
5組10人（抽選）
8月7日㈫〔必着〕までに、ハガキに郵
●やさしい囲碁（入門・初級）
〔全4回〕
便番号・住所・保護者の氏名・子どもの
8月10日〜31日の毎週金曜日13時30
氏名・学年・電話番号を記入して、〒270
分〜17時
日本棋院松戸生涯学習支
−2280松戸市松飛台430 マブチモー
部（新京成五香駅下車）
2,000円
ター㈱広報IR室（☎710−1107）へ
電話で同支部入門サークル・岩島☎
388−3022へ
●玉川上水〜井の頭公園を歩く
9月2日㈰7時30分松戸駅市民ギャラ
◆不登校・ひきこもりがちな子の家族
リー前集合、13時現地解散
市内在
交流会
住の65歳以上
8月11日 ㈯13時30分 〜16時30分
400円（交通費は別
途）
五香市民センター
200円
不登
8月10日㈮〔消印有効〕までに、
校・ひきこもりの親の会よっといで・服
ハガキに住所・氏名・年齢・電話番号を
部☎080−1020−9611
記入して、〒271−0064松戸市上本郷
2275 松戸歩こう会・古田（☎363−
●やさしい複音ハーモニカ講習会
4848）へ
8月12日 ㈰10時30分 〜12時30分
市民会館
初心者
松戸ハーモニ
●松戸シティフィル定演（県民芸術祭）
カ・アミーゴ・萩野☎364−9805
9月23日㈰13時開場、14時開演
森のホール21
パガニーニの主題に
◆稔台フレンド寄席
よる狂詩曲（ラフマニノフ、ピアノ小川
①8月18日 ㈯ ②9月15日 ㈯ 各19時 か
オオイ文化センター（新京成みの
典子）
、交響曲第3番「英雄」
（ベートー
ら
り台駅下車）
ベン）他
①三遊亭小曲②瀧川鯉
1,400人（抽選） 8月31
○（こいまる）
日㈮までに、往復ハガキ（1人1枚）に
先着50人
各200
郵便番号・住所・氏名・電話番号・返信
円
直接会場で
稔台フレンドクラ
用宛名を記入して、〒270−0034松戸
ブ・小林☎367−6579
市新松戸3の3の2 Aの1107桑原方 松
◆水辺の生物調査と施設見学会
戸シティフィルハーモニー管弦楽団（☎
8月21日㈫9時松戸駅集合、12時ごろ
343−9390）へ
解散〔雨天中止〕
ふれあい松戸川に
すむ生物を捕まえて、種類・数から水辺
◆「まつどクラシックカーフェスティバ
の環境を評価
小学生以上（保護者同
ル」参加者募集
伴可）
先着15人
電話またはFAX
10月6日 ㈯・7日 ㈰10時 〜17時

中高年英語教室〔各全9回〕・パソコン教室〔各全4回〕
コース名

英語

①一から始める英会話表現（初級）

8/29〜10/24の
13:15〜14:45
毎週水曜日

②語学力UP高校英語学習（中級）

8/31〜10/26の
13:15〜14:45
毎週金曜日

④English Once More（初級）
⑤入門コースA（初めてのパソコン）

パソコン

⑥入門コースB（初めてのパソコン）
⑦初級コースC（簡単な文書作成）
⑧初級コースD（簡単な文書作成）
⑨ExcelコースE（表計算 Excel2007）

9/5〜26の
毎週水曜日

9/6〜27の
⑩Word基礎コースF（文書作成 Word2007） 毎週木曜日

講座名

① 8/10㈮ 超入門〜電源オン／オフから始めます
② 8/17㈮ 超入門〜はじめての文章作り
③ 8/21㈫ Word入門 案内状作成・印刷
④ 8/23㈭ Excel〜表作り入門
⑤ 8/30㈭ 初級Word応用編 イラスト・表挿入
⑥ 9/7㈮

初級Word応用編 図・地図挿入

⑦ 9/11㈫ Excel〜表作りの便利技
⑧ 9/14㈮ デジカメ写真を楽しく加工
⑨ 9/22㈷ 初級Excel 基礎からグラフ作成まで
⑩ 9/27㈭ デジカメ〜旅行記作り

時間①⑧13時30分〜17時②③⑥⑦13時
30分 〜17時30分 ④ ⑤ ⑩13時 〜17時 ⑨
市民活動サポートセン
10時〜17時
ター（④⑤⑩は文化ホール） 各先着10
人
ノートパソコン（貸し出しあり）
各2,500円（⑨4,500円）
電話で
ぱそこん119☎090−4428−8931へ

●軽スポーツ教室
8月5日㈰9時〜13時
常盤平体育
館
親子ソフトバレーボール
直
スポーツ推進委員・内田☎
接会場で
388−8868
●松戸一輪車クラブMIC舞台発表会
8月11日㈯13時30分から
市民会
館
直接会場で
同クラブ・清水☎
090−2540−6311（ 19時以降）
●カローリング教室
8月12日㈰9時〜13時
東部スポー
先着20人
直接
ツパーク体育館
会場で
スポーツ推進委員・湯浅☎

お盆中の応急歯科診療所
診療日
8/13㈪

診療所名
北原歯科医院
新松戸診療室

8/14㈫ 湯浅歯科医院
8/15㈬ U歯科医院

受付時間9時〜17時（13時
〜14時を除く） ※受診する
新松戸1の356
☎343−5001
際は、あらかじめ診療所へ
根本9の7
☎363−6480 確認してください。
問 保健福祉課☎366−7485
五香西2の35の1 ☎385−5373 □
所在地

電話番号

8/16㈭ 中和倉歯科医院 中和倉578

☎341−6290

働きたい高齢者のための講習会
14

講習名
チャイルドヘルパー養成

57・59・ パソコン業務（中級）
61・63 Word

日時
9/3㈪〜10/22㈪の間の
9日間9:30〜16:30
9/7〜28の毎週金曜日
13:00〜17:00

会場

定員（選考）

ニチイ学館船橋校

25人

松戸市シルバー人材
センター

10人

ニチイ学館松戸校

25人

明生情報ビジネス専門学校
（JR新松戸駅下車）

25人

30

働きたい方の初めての
パソコン

75

駅前駐輪場管理

9/14㈮10:00〜12:00

松戸市シルバー人材
センター

10人

13:00〜16:00

19

マンション管理員養成

9/14㈮〜10/5㈮の間の
10日間10:00〜16:00

市川市勤労福祉センター

30人

9:00〜12:00

84

観光地ガイド

9/20㈭13:00〜16:00

旧吉田家住宅（柏市）

10人

9/21㈮〜28㈮の間の
6日間8:00〜17:00

トヨタL&Fカンパニーカス
タマーズセンター二俣研修
所（市川市）

20人

9:00〜12:00
13:00〜16:00

4

介護員養成

9:00〜12:00

13:00〜16:00

会場①〜④市民劇場他松戸駅周辺⑤〜⑩シニア交流センター 対象50歳以上
（⑦〜⑩はパソコン操作ができる人） 定員①〜④各先着15人⑤〜⑩各10人
（抽選） 費用①〜④各9,000円⑤〜⑩各12,000円（別途
教材費）
申 8月①〜④10日㈮⑤〜⑩24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各教室係（☎330−5005）へ

7

090−9019−5175
◆幼児テコンドー教室
8月22日 ㈬・29㈬15時45分 〜16時
30分
松戸運動公園柔道場
3歳〜
小学2年生
先着15人
電話で寺島
☎090−4224−1733へ
●なぎなた教室〔全4回〕
9月2日〜30日の毎週日曜日（16日を
除く）10時〜12時
クリーンセンター
体育館
直接会場で
松戸市なぎな
た連盟六高台グループ・渡部（わたなべ）
☎090−9243−8305
●レディース卓球大会
9月6日㈭9時から
運動公園体育館
ランク別抽選ダブルス戦
市内在
住・ 在 勤 の 女 性
1人600円
8月
30日㈭10時から、運動公園会議室で
同連盟・佐藤☎710−3629
●初心者テニス教室（硬式）
①10 〜11月の毎週月曜日Aクラス9
時 〜10時30分、Bク ラ ス10時30分 〜
12時②10 〜12月の毎週土曜日Aクラス
9時 〜10時30分、Bク ラ ス10時30分 〜
12時③10 〜12月の毎週土曜日Aクラス
8時 〜9時30分、Bク ラ ス9時30分 〜11
時④シニア10 〜12月の火曜日Aクラス
12時〜14時、Bクラス14時〜16時
①②④栗ケ沢公園庭球場③中央公園庭球
場
市内在住・在勤の人
①〜③
各60人④30人
①6,000円②〜④各
9,000円
8月15日㈬〔必着〕までに、
往復ハガキに教室名・希望クラス・住
所・氏名（ふりがな）
・電話番号を記入
し て、 〒270−0021松 戸 市 小 金 原8の
33の3の301 松戸テニス協会〔☎341
−1133（ 火・ 木・ 土 曜 日 の12時30分
〜16時30分）
〕へ
●ソフトテニス教室
10 〜12月 の 毎 週 ① 火・ 木 曜 日10時
〜12時 ② 水 曜 日12時 〜14時 ③ 土 曜 日
10時〜12時
①栗ケ沢公園庭球場②
中央公園庭球場③金ケ作
公園庭球場
中学生以
上
各先着40人
各
6,000円
直接会場で
同 連 盟・ 吉 田 ☎090−
4131−8039

9/10㈪〜11/26㈪の間の
25日間9:00〜16:00
9/14㈮〜25㈫の間の
7日間9:30〜16:30

8/28〜10/23の 10:15〜11:45
毎週火曜日
13:00〜14:30
9/4〜25の
毎週火曜日

日程

講習№

日時

③English Once More（初級）

松戸駅西口地下駐車場
先着45台
2,000円
電話で同フェスティバル
事務局・吉岡☎090−3497−5439へ
●新松戸総合手工芸文化展※出展者募集
10月27日 ㈯・28日 ㈰10時 〜17時
新松戸市民センター
手工芸作品全
般・茶道・華道等の展示・実演・チャリ
ティー販売等
3,000円
8月31日
㈮までに、電話でゆうかり手工芸文化の
会・植木☎340−4235（ 19時以降）へ
◆初心者のためのパソコン教室

37

フォークリフト技能

対象県内在住の55歳以上で現在仕事に就いていない人 受講条件ハローワークが発番す
る求職者番号を保有していて、修了日以降に開催の合同面接会に参加できること ※選考
のため、応募後に折り返し送付する登録申込書の提出が必要です。 費用無料
申 8月14日㈫〔必着〕までに、ハガキに講習№・講習名・住所・氏名・年齢・電話番号・
□
FAX番号・Eメールアドレス・求職者番号を記入して、〒260−0013千葉市中央区中央3
の9の16 公益社団法人千葉県シルバー人材センター連合会（☎043−227−5112）へ

放射線専門の医師による放射線に関わる健康相談を実施しています（要予約）。

相談時間1回約30分（診察・検査はありません）

人口と世帯（7月1日現在）

市の情報は携帯電話から
もご覧いただけます。QR
コードをご利用ください。

〔

〕内は前月比

人口 481,032 人 〔− 242 〕

男

238,507 人〔− 144 〕

世帯 210,483 世帯〔+

女

242,525 人〔−

1 〕

98 〕

※平成22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。

市携帯サイト

市FAQ検索サイト

021

に
齋藤紳一 さん が出場

GO

本郷谷
み ん なで

今年も暑い夏になりそうです

う！

ほん ごう や

応援しよ

今年は、高校野球千葉県大会（172チームが参加）で、
ベスト4に専修大学松戸高校、県立松戸国際高校が残りま
した。松戸市は、野球をはじめスポーツは大変盛んです
が、高校野球については、今まで甲子園に行ったことがあ
りません。松戸市から初めて甲子園出場が決まればこん
なうれしいことはありませんでしたが、残念ながら両校と
も準決勝で負けてしまいました。両校とも最後まで大変
素晴らしい頑張りでした。両校の選手にエールを送りた
いと思います。
市内の多くの小・中学生がスポーツ・音楽などでさま
ざまに活躍する一方、全国の学校で「いじめ」が大きな問
題になっていますが、松戸市においては、中学校の生徒
が学校への爆破予告で補導されました。大変悲しい出来
事でした。
子どもの教育は家庭・学校だけではできません。夏休み
に地域で活動する子どもたちを見守るため、地域の人たち
みんなで、協力していく必要があると思っています。
また職員には、不祥事が起きないようにするのが一番大
切ですが、もし不祥事が起きたら、事実をしっかりつかん
で、公表し、再発防止することが重要だと話しています。
昨年は大震災の影響で中止するところが多い中、大震
災復興支援と位置付け花火大会を実施しました。大変好
評で、多くの市民に楽しんでいただけたと思います。
今年も8月4日㈯に、関係者の方のご協力や、予定額を
超える多くの協賛をいただいたおかげで、昨年の8,000発
を上回る8,700発の花火を打ち上げる予定です。昨年にも
増して素敵な花火大会になると思います。
今日から8/31㈮までアートスポット松戸で親と子ども
で 遊び 創り 体験する イベント「親子エンジョイス
テージ2012」を開催します。8月9日㈭・10日㈮には趣
のある献灯まつりが、各地区では盆踊りもたくさん行わ
れます。参加したことがない方は、一度顔を出してみたら
いかがですか？ 新しい発見があるかもしれません。

70m先の的を狙う齋藤さん

新坂川をきれいにする会が
「環境大臣賞」を受賞
新坂川
（JR新松戸駅付近）
を拠点に活動している河川愛
護団体「新坂川をきれいにする会」が「地域環境保全功労
者」
として6月29日に環境大臣賞の表彰を受けました。
この表彰は、河川清掃や川沿いの花壇の整備等を毎月実
施し、また、行政が主催する河川水質浄化の啓発イベント
や、水質調査モニタリングに協力するなど、河川浄化・水環
境保全活動への多大な貢献と功績が認められたものです。
問 河川清流課☎366−7359
□
流課☎366−7359

「復興の絆」
清流復活の故郷づくり
3年ぶりに

けん じ

坂川清流踊り
浅草サンバ
ハワイアンダンス
沖縄ライブフェア
阿波踊り 他

本郷谷 健次
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）および市の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）。

今月の相談案内

お気軽にご相談ください
相談名
市政・一般民事
法律相談（予約制）
（30日㈭を除く）
交通事故

期

日

時

間

平日

8:30〜17:00
（昼休みを除く）

月・火・木

13:00〜17:00

第1月

9:00〜12:00

月・火・木

9:00〜17:00
（昼休みを除く）

税務相談

第2金

13:00〜17:00

登記相談

第3金

13:00〜16:30

外国人相談

13:00〜17:00

第1・3火（英語・
中国語）、第2・ 13:00〜16:00
4火（タガログ語・
スペイン語）

行政相談

第2・4月

13:00〜15:00

住宅リフォーム相談

第3水

10:00〜16:00

マンション管理相談
（予約優先）

第1水

9:00〜12:00

市民活動相談

第2水

9:00〜12:00

人権相談
※人権相談は法務局
松戸支局でも行って
います。
家庭児童・母子婦人相談

第1火

ゆうまつどこころの
相談（予約制）
女性のしごと
情報相談

第1木
第1〜4金
平日

10:00〜15:00
（昼休みを除く）
8:30〜17:00

10:00〜16:00
第2〜4月・木
（昼休みを除く）
第1月・木

14:00〜20:00
10:00〜15:00
火・木
（祝日を除く） （昼休みを除く）

問い合わせ

相談名
消費生活相談（まず電話を）

市役所相談コーナー
※最終受付は、各相
談の終了時間のおお
むね30分前。
※ただし、不動産・
税務・登記相談につ
い て は、当 日12時
から市民相談課で整
理券を配布し、定員
（お お む ね8人）を
超えた時点で受け付
けを終了する場合が
あります。当日の混
雑状況については、
電話でご照会くださ
い。

市民相談課
（相談専用）
☎366−7319
市民相談課
（法律相談予約専用）
☎366−1162
※一般民事相談は
金銭・身の上・相
続・離婚等家庭問
題の簡単な法的解
釈を要する相談。

住宅政策課
☎366−7366
協働推進課
☎366−7062

六実支所

市民相談課
小金原市民センター ☎366−7319
法務局松戸支局
市役所相談コーナー ☎363−6278
家庭児童相談室☎366−3941

福祉なんでも相談
︵予約優先︶

第1・2・4・5水

場

ふれあい
相談室

不動産相談

会

8月29日㈬から開催されるロンドンパラリ
ンピックのアーチェリー競技に、新松戸在住
の齋藤紳一さんが出場します。齋藤さんは、
去年イタリアのトリノで行われた世界大会で
7位に入賞し、初のパラリンピック出場を決
めました。
8月30日㈭から行われる競技の部門では、
齋藤さんを含む12人の選手がしのぎを削り
ます。決勝トーナメントからは、1射20秒以内
に放たなければならない、過酷な試合が続き
ます。
「準決勝進出を目標に戦う」
と抱負を語った
齋藤さんの挑戦を、皆さんで応援しましょう。

ほほえみ
（身体・知的障がい）
おおぞら
（精神障がい）

8月18日㈯・19日㈰
会場 馬橋西口大通り

※期間中は歩行者天国となります。
問 同実行委員会・高橋☎080−1100−7768
□

相談はすべて無料です
閉庁日の相談はありません
期

日

平日

時

間

8:30〜16:00

六実支所
社会福祉協議会

第1木

10:00〜15:00

市役所相談コーナー

第4水

東部支所

平日

9:00〜17:00
13:00〜17:00

若者個別就職相談
（就職活動など）

15:00〜19:00

経営相談（創業を含む） 月・水・金

青少年相談（電話）
青少年相談（来所予約制）

小金原市民センター

第1・4金

第2土・
第1・4水
（要予約）

教育相談（予約制）

場

第1火

毎週月・木

就学相談（予約制）

会

問い合わせ

消費生活センター☎365−6565

毎週水

労働相談

高齢者無料職業
紹介所（65歳以上）

9時〜21時

社会福祉協議会
☎368−0912

ふれあい22（3階）

☎388−6222

ふれあい22（3階）
※訪問可。

☎388−6225

勤労会館
（第3木曜日休館）
※労働相談は第3木曜日
休み。

商工観光課
☎366−7327

13:00〜17:00 松戸地域職業訓練センター

平日

9:00〜17:00
（昼休みを除く）

社会福祉協議会（市役所本館1階）
☎365−4712

平日

8:30〜17:00

教育研究所（予約専用）
☎366−7600

平日

8:30〜16:30
8:30〜17:00

青少年課
☎363−7867（相談専用）
CMS子育て支援センター☎394−5590

女性センター（相談室直通）
☎363−0505

子育て相談

平日

8:30〜17:00

女性センター
☎364−8778

消防救急なんでも相談

毎日

24時間

チェリッシュ・サポート・システム☎308−5880
子すずめ子育て支援センター☎387−0124
あおば子育て支援センター☎387−5456
消防局☎363−1119

※公益通報者保護法による外部通報の受け付け、相談については市民相談課（☎366−1162）が窓口です。

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。
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