主な内容
毎月1日・15日発行

●大地震に備えよう！9月1日は
「防災の日」
●松戸市が災害協定を締結している自治体
●住宅の除染の受け付けを行っています
●9月定例市議会開催予定
●
「緑のカーテンコンテスト」
に応募しよう！
●親子エンジョイステージ2012

2
2
3
3
4
5

8月31日㈮は市・県民税（普通徴収）第2期の
問 収納課☎366−7325
□
納期限です

あなたの近くにあります

図書館へ
出かけませんか

市内には、本館と分館を合わせて20の図書館が点在しています。蔵書は全
館で58万冊。オンラインで結ばれているため、離れた図書館が所蔵する本を、
問 市立図書館☎365−5115
自宅近くの図書館に取り寄せることができます。 □

知ってますか？ 便利なサービス
自宅で、図書館で。
簡単に本の検索や予約ができます

1

本を探したいときや予約をしたいときは、インターネット（パソ
ソ
コン・携帯電話）や各図書館内の蔵書検索機を使うと、市内
内
全館の資料から本や雑誌・CD等の検索や予約ができます。

時間外は返却ポストへ

ワクワク！ドキドキ!!
新しい発見いっぱい

開館時間に返却ができない場合は、本館・分館入口にある「返
返
却ポスト」からも返却できます（CDは壊れてしまうためポスト
の利用はできません）。

2

市内の図書館ならどこでも返却可能
本館・分館で借りた市立図書館の資料や本は、市内のどの図
書館でも返却できます。

3

本や雑誌を 10 点まで予約できます
読みたい本や雑誌・CD等が貸し出し中の場合は、合計10点
まで予約が可能です（CD・カセットは、うち3点まで）。

4

貸し出し資料の延長も可能です

国立国会図書館・千葉県立図書館・大学図書館等と連
携し、資料の借り受け、紹介などを行っています。
来館が困難な人
（身体障害者手帳1〜3級の人）
へ本を
宅配します。
病院や高齢者施設等を定期的に巡回し、貸し出します。

こんな
サービスも
行っています

子どもたちに読書の楽しみを知ってもらうた
め、おはなし会や各種イベント、優良図書の展示・
貸し出し等を行い、読書活動を支援しています。
また、読み聞かせボランティアの資料室や研修室
なども備え、家庭や地域で幼児・児童への読書普
及活動を行うボランティアの支援をしています。
おはなし会

開催日

開催場所

絵本はじめのいーっぽ
（0〜2歳くらいの乳幼児 月1回
と保護者を対象）

市内7カ所

市民センターおはなし会 各館年3回
小さい子のための
おはなし会

図書館分館のある
市民センター等

毎週火・木・ 子ども読書推進
金曜日
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8月30日㈭まで開催 無 料

雑誌数 閲覧席数

本館（松戸2060）

2

常盤平分館（常盤平市民センター内）

39,246

28

21

3

小金原分館（小金原市民センター内）

36,278

25

24

4

新松戸分館（新松戸市民センター内）

29,170

25

19

5

小金分館（小金市民センター内）

41,565

28

32

6

稔台分館
（稔台市民センター内）

19,992

16

23

7

矢切分館
（総合福祉会館内）

17,897

17

19

8

馬橋分館
（馬橋市民センター内）

18,493

17

8
9

158,205 119 239

9

古ケ崎分館
（古ケ崎市民センター内）

15,955

17

10

五香分館
（五香市民センター内）

19,100

16

7

11

明分館
（明市民センター内）

22,277

17

11

12

六実分館
（六実市民センター内）

21,527

17

17

13

東部分館
（東部スポーツパーク内）

19,814

16

26

14

馬橋東分館
（馬橋東市民センター内）

16,040

16

13

15

小金北分館
（小金北市民センター内）

15,581

17

7

16

松飛台分館
（松飛台市民センター内）

15,365

17

13

17

二十世紀が丘分館
（二十世紀が丘市民センター内）

17,604

17

12

18

八柱分館
（八柱市民センター内）

17,894

18

20

19

八ケ崎分館
（八ケ崎市民センター内）

17,773

17

11

20

和名ケ谷分館
（和名ケ谷スポーツセンター内）

20,803

59
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子ども・本まつり

※日程等の詳細は直接お問い合わせください。

1

北小金駅

第11回

（毎週月曜日休館）

蔵書数
15

楽しい 企 画 が 盛りだくさん！

究
自由研
クする
見てト

返却期限までに読み終わらなかったときは、貸し出し期間の延
長が可能です（返却日が過ぎた資料、次の予約が入っている
資料は延長できません）
。

5

★ 子ども読書推進センター☎331−0077

●稔台・五香分館は、9月1日㈯〜平成25年3月31日㈰の間、市民センター改修工事のため休館します。
休館中の資料返却、予約受け取りは他の図書館でお願いします
（所蔵本は貸し出しできません）
。

開館時間9時30分〜17時
（本館は火〜
金曜日は19時まで）
休館日月曜日
（祝・休日の場合は開館し
翌日休館）
、館内整理日、年末年始
※⑥〜⑳の小型分館は祝日休館の場合
もあります。詳細は、ホームページまたは
電話等でご確認ください。
http://www.librarymatsudo.jp/
このマークのある図書館はインター
ネット用パソコンを設置しています
（最大60分まで利用可能）。
※全館に返却ポスト・蔵書検索機・新聞
があります。
※蔵書数には、CD・カセット・紙芝居も
含みます
（CD・カセットは本館と小金分館
に、紙芝居は本館と常盤平・小金・和名ケ
谷の各分館に所蔵しています）
。
※本館の閲覧席数は学習室を含みます。

●和名ケ谷分館は、9月24日㈪〜30日㈰の間、施設整備のため休館
します。返却ポストは利用できます。

●広報まつど 2012 年（平成 24 年）8 月15 日

大 地 震 に 備 え よう！
9月1日は「防災の日」です
問 防災課☎366−7309
□

地震から自分自身を、家庭を、地域を守りましょう

避難の仕方

家庭での備え
家具の安全な配置と転倒防止対策
建物全体の点検と必要に応じた補修
非常持ち出し品のチェック、保管場所の確認
災害時の連絡方法や避難場所の確認
地域での備え
日ごろから町会・自治会等を中心に組織的に活動できる体制
づくり（自主防災組織の結成や防災訓練）

大地震
発生！
家族および近隣世帯と連絡を
密にし、残留者がいないか確
認する。協力し合いながら町
会等地元避難場所へ集まる。

もしも、突発的に大地震が発生したら？
まずは身の安全
を確保する
（地震の揺れが
収まるまで）

自主的避難

町会等地元避難場所
集団避難

➡余震に気を付けながら脱出口を確保する
➡火元や周囲の状況を確認して、火の手が
上がっていたらすぐに初期消火をする
➡けがをしている人がいたらすぐに救出と
応急手当てを行う

町会等地元避難場所に避難し
た人は、火災の延焼等災害が
鎮静化しないと判断した場合、
市指定避難場所へ避難する。

焼

火災延

不在者等の確認
初期消火
要救助者の救出

火災鎮火後、町会等地元
避 難 場 所・市 指 定（広
域）避難場所に避難し、
住宅等を失った人を、市
は収容避難所に誘導し収
容する。

市指定避難場所

●自主防災組織の活動を支援します！
市では、自主防災組織結成の相談を行っています。また、活
動にあたって防災資機材を購入する場合、
「松戸市自主防災組
織補助金交付要綱」に基づき、補助金を交付する制度がありま
す。詳細は、防災課へお問い合わせください。

※避難勧告・指示

集団避難
（避難誘導）

避難場所
《火災鎮火》
市指定避難場所周辺でさ
らに火災が延焼拡大し、
避難場所が危険な場合、
市は広域避難場所へ誘導
する。

●避難の仕方とポイント
地震が起きたら徒歩で避難しましょう。危ないと思ったら早
めに避難し、また、市の指定避難場所（避難場所・収容避難所）
に避難する場合は、右図の流れに従って避難しましょう。

大
延焼拡
集団避難

※避難勧告・指示

集団避難
（避難誘導）

広域避難場所

防災行政無線を使った全国一斉緊急情報
問 防災課☎366−7309
□
伝達試験を行います
ジェイ

1923年（大正12年）9月1日に起きた関東大震災の教訓を忘れないという意味
と、地震やこの時期に多い台風への心構え等を育成するため、1960年（昭和35年）
に9月1日は「防災の日」として定められました。
昨年3月11日に発生した東日本大震災は、広範囲にわたり甚大な被害をもたら
しました。いつ起こってもおかしくない大地震。日ごろの備えは万全ですか？地
域で防災意識を高め、自分たちでできる対策を行うことが大切です。いざという
時のために、正しい防災知識を身に付けておきましょう。

収容避難所
※家屋倒壊・焼失の場合

避難のポイント

アラート

災害時に、全国瞬時警報システム
（J−ALERT※）
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試験を
行います。
放送日時9月12日㈬10時と10時30分から 放送内容『これは
試験放送です
（×3回）
。こちらは、
「ぼうさいまつど」
です』
※J−ALERTとは、地震・津波や武力攻撃などの際に国から送
られてくる緊急情報を、人工衛星などを活用して瞬時に情報伝
達するシステムです。

単独行動は危険を伴うことがあるため、家族・地域でまとまって避難する
家を出る時はガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを切り、コンセントプラグを抜く
自動車を使うと交通混乱の原因となるため、徒歩で避難する
服装は行動しやすい身軽なものとし、ヘルメット等で頭を保護する（携行品は必要最小
限に）
近所に災害時要援護者（子どもや高齢者、障害のある人など）がいたら、手助けをする
落下物や建物の倒壊などに気を付けながら避難する（危ない場所には近寄らない）

松戸市が 災害協定 を締結している自治体

市からの災害情報・緊急情報

市では、近隣や遠方の自治体と「災害時相互応援協定」を締結しています。これにより、
災害が起こったときに救出活動や生活物資の供給等が迅速に対応できるよう、より広域
的な自治体間での応援体制を確立するとともに、さらなる防災対策の強化を図ります。

市では、災害・緊急情報を防災行政無線・市のホームペー
ジの他、以下からも発信します。

■松戸市安全安心メール
●どこの自治体と協定を締結していますか？
平成24年2月締結

平成17年締結

富山県高岡市

埼玉県さいたま市
（当時の大宮市）

平成24年2月締結

問 政策推進研究室☎704−4006
■まつどニュース □

鳥取県倉吉市

放射線量測定情報や緊急情報などを「まつどニュース」と
して平日毎日発行しています。各支所等の公共施設に掲示し
ています（市のホームページからダウンロード可）
。

千葉県

昭和58年締結
東葛飾地域の9市
（市川・船橋・
野田・柏・流山・
我孫子・鎌ケ谷・
浦安・松戸市）
平成8年締結
千葉県内の市町村

問 生活安全課防犯対策担当室☎366−7285
□
災害情報や犯罪情報などをメールでお知らせします。下記
のURLまたはQRコード（8面に掲載）から登録できます。
https://service.sugumail.com/matsudo/

■公式ツイッター
（matsudo̲city）
・フェイスブック
平成24年2月締結

平成24年7月締結

愛知県小牧市

東京都葛飾区

●協定はどういう内容ですか？
災害発生時
食料・飲料水・生活必需品などの供給
救出・医療救護・防疫などの応急活動

被災住民の受け入れ
施設の応急復旧
復旧時等の職員派遣 など

平常時
情報連絡体制の確立
地域防災計画や災害対策に係る情報の交換

■エリアメール・緊急速報メール（携帯電話）

市では、自治体以外の民間団体とも協定を締結しています
物資・飲料水等の供給に関する協定や搬送活動・輸送活動に関する協定、医療救護活
動についての協定など、47の協定を延べ58団体と締結しています。
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。

問 政策推進研究室☎704−4006
□
最新の市政情報は、市の公式
ツイッターおよびフェイスブッ
クでもお知らせしています。パ
ソコンや携帯電話などをお持ち
ツイッター
フェイスブック
の人は、ぜひご活用ください。
ツイッター
http://twitter.com/matsudo̲city
フェイスブック
http://www.facebook.com/matsudocity

問 防災課☎366−7309
□
緊急地震速報や災害・避難情報などを、市内にいるNTT
ドコモ・SoftBank・auの各対応機種をお持ちの人に、一斉
に情報を配信します（手続き不要、費用負担なし）
。

問 環境計画課減CO2担当室☎366−7089
□

2

●広報まつど 2012 年（平成 24 年）8 月15 日

㈪

日
9月3ら

住宅の除染の受け付けを
行っています

要予約
市民が持ち込む
流通食品や飲料水（井戸水を含む）の
放射性物質測定を実施します

か

対象となる人は書類の提出をお願いします
市では「松戸市除染実施計画」に基づき、主な生活空間の平均的な空間
放射線量を毎時0.23μSv（マイクロシーベルト）未満になること
を目指して民有地（住宅）の除染を行っていきます。
〒
7月末から手続きを開始していますので、対象となる人で手
続きがお済みでない場合は書類の提出をお願いします。

問 消費生活課☎366−7329
□

測定品目市販されている食品・飲料水（井戸水を含む）
対象者市内在住の人 費用無料
予約方法8月29日㈬から、消費生活課に電話で予約（平日8時30分〜17時）
持込方法測定日当日、8時30分〜9時30分の間に測定する食品等を消費生
活課（京葉ガスＦ松戸第2ビル5階）へ持参して、申請書（市のホーム
ページからダウンロードも可）を提出してください。
※測定後の食品等は返却しません。
※結果は、翌日（閉庁日を除く）以降に消費生活課でお渡しします。
※郵送を希望する場合は、80円切手を貼った返信用封筒を
ご持参ください。

提出期限
9月30日㈰（転入者は平成25年2月28日㈭まで受け付け）

対象
●小学生以下の子どもがいる住宅（市内全域）
のいずれかに該当する住宅
●上記以外の住宅（除染実施区域内）

提出方法
●広報まつど放射能対策特集号（7月29日発行）に添付されている申込書
兼同意書・封筒に記入の上、封筒に記載してある所定の宛先へ郵送
※申込書兼同意書および封筒の様式は、市のホームページからダウンロー
ドすることもできます。

ご注意ください！
測定は量が少ないと正確な測定ができませ
ん。食品は食べる部分のみで500g以上、
飲料水は1ℓ以上をお持ちください。

除染までの流れ
事前測定の結果、毎時0.23μSv以上の箇所がある場合、除染を実施します。

1

2

3

必要書類
の提出

4

の現地調査の結果を
踏まえて、除染実施の
可否や方法等を判断

日程調整の上、
現地調査（事前
測定）の実施

2

除染実施

平成23年度

大気環境測定結果

市内の大気環境測定結果をお知らせします。二酸化硫黄・浮遊粒子状物
質・二酸化窒素は全ての測定局で環境基準を達成しました。光化学オキシ
ダントは全ての局で環境基準未達成で、東葛地域の光化学スモッグ注意報
発令日数は3日（全て松戸市も該当）でした。なお、健康被害の発生はあ
りませんでした。
また、有害大気汚染物質のベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロ
ロエチレンおよびジクロロメタンは、全ての局で環境基準を達成しました。

詳細（除染実施区域も含む）は広報まつど放射能対策特集号（7月
29日発行）をご覧ください。
※広報まつど放射能対策特集号は放射能対策課・各支所等で配布してい
ます。また、市のホームページからダウンロードすることもできます。
書類提出に関するお問い合わせ松戸市民有地除染測定受付係☎309−3001
その他のお問い合わせ放射能対策課☎704−3994

会議予定

主な内容

9/4㈫

招集日・本会議

議案の提案理由説明

5㈬
6㈭
本

7㈮

会

10㈪

平成24年松戸市議会9月定
例会は、9月4日㈫ 〜10月1日
㈪に開催される予定です。
請 願・陳 情 は、8月24日 ㈮
12時までに提出してください。
問 市議会事務局議事調査課
□
☎366−7382

13㈭

総務財務常任委員会

14㈮

健康福祉常任委員会

18㈫

教育経済常任委員会

19㈬

都市整備常任委員会

20㈭

健康福祉分科会

21㈮

教育経済分科会

24㈪

都市整備分科会

25㈫

総務財務分科会

27㈭

決算審査特別委員会
本

10/1㈪

二酸化窒素

浮遊粒子状物質

1時間値の1日平均値が
0.10mg/㎥以下であり、か
つ、1時間値が0.20mg/㎥
以下であること

ベンゼン

年平均値が3.0μg/㎥以下
であること

10
30

3

29

204

25

043

14

21

10

366

366

14

30

25

12

19

24
10

343

12

366

13

28

30

30

は協働事業です

366

043

31

ゴーヤでいろいろエコ

22

245

■下水道排水設備工事責任技
術者登録更新手続き

11

資格有効期限が平成 年３月
日㈰の人は︑９月３日㈪〜 日㈮
の間に登録更新の手続きが必要で
す︒手続きをしなかった場合は資
格を喪失しますので︑早めの手続
きをお願いします︒申請書類は登
録住所へ郵送します︒
千葉県下水道協会事務局︵千葉
市役所下水道経営課内︶☎ ・
・６１１２

45

■各種助成金・奨励金のご案内

31

事業主や事業主団体に雇用安定
事業に基づく高年齢者の助成金・
奨励金︑障害者の助成金を支給し
ています︒
電話で千葉高齢・障害者雇用支
援センター☎ ・ ・２９０１へ

11 13

■英語であそぼう︹全５回︺

９月９日㈰・ 日㈷・ 日㈯︑
月 日㈯・ 月４日㈰各 時
分〜 時 分 会場ゆうまつど
内容小学校低学年向け 定員先着
人︵会員優先︑全回参加できる
人︶費用大人１５００円︑中学生
以下５００円︵非会員は大人３千
円︑ 中 学 生 以 下 ５ ０ ０ 円 ︶ ※ 小
学生以下は保護者同伴︒
８ 月 日 ㈮ ま でに︑電話で㈶松
戸市国際交流協会☎ ・７３１０へ
10

40

市等からのお知らせ

分〜

30

◯
◯
◯
◯

■少年センター運営協議会

22

1.0
1.0
1.0
1.4

◯
◯
◯
◯

８月 日㈫ 時から 会場京葉 クッキング
８月 日㈫９時
ガスＦ松戸ビル５階会議室 傍聴
定員先着５人 ※内容はお問い合 分 〜 時 会 場 京 葉
ガス松戸ショールーム 内容ゴー
わせください︒
ヤのホイコーロー︑
サラダ︑
スイー
青少年課☎ ・７４６４
ツ他３品 講師アースコン・マツ
■ ＭＩＥＡ︵みいあ︶世界めぐ ド 定員先着 人 持ち物エプロ
り﹁体験しよう﹂〜備えは大丈 ン︑三角巾︑布巾 費用８００円
夫？ 地震・火事・台風〜
電話で環境計画課減ＣＯ２担当
９月７日㈮ 時 分〜 時︵９ 室☎ ・７０８９へ
時 分市役所集合︶※会場までバ
夏休みの工作づくり
ス の 送 迎 あ り︒ 会 場 千 葉 県 西 部
防災センター 内容地震映像︑体
８月 日㈮ 時〜 時 会場根
験コーナー 定員先着 人︵外国 木内歴史公園芝生広場 費用無料
人優先︶ 費用無料
当日直接会場で
８月 日㈮までに︑電話で㈶松戸
根っ子の会・三嶋☎ ・８０４１
市国際交流協会☎ ・７３１０へ ︵ 時以降︶

30

17

388

■変化アサガオ展

14

13 366

８月 日㈮〜 日㈬８時
時 会場金ケ作育苗圃
同圃☎ ・９２０７

30

■介護保険運営協議会

26

10

ベンゼン
〔年平均値〕
（μg/㎥）

大気汚染物質の発生は、主に
工場・事業場・自動車や物の燃
焼などによります。
●自動車の不要なアイドリング
や空吹かし・急発進・急加速は
やめましょう。
●ごみの焼却（野焼き等）はで
きませんので、適正に処理する
ようお願いします。
問 環境保全課☎366−7337
□

議案等の採決

議

10

25

0.046
0.047
0.054
0.066

◯
◯
◯
◯

1時間値の1日平均値が
0.04ppmから0.06ppmま
でのゾーン内、またはそれ
以下であること

平成23年度決算の
審査

８月 日㈭ 時から 会場市役所
新館７階大会議室 傍聴定員先着
人 ※議題等はお問い合わせを︒
介護支援課☎ ・７３７０

16

366

議案等の審査

■ ８月 日 ㈰ 時 分 か ら 新
松戸市民センターで予定して
いた松戸都市計画下水道の変
更に関する松戸市都市計画公
聴 会 は︑ 公 述 申 し 出 が な か っ
たため中止します

10

下水道整備課☎ ・７３６１

362

■福祉教育サポーター研修

30

14

９月５日㈬ 時〜 時 会場
︵社福︶松戸市社会福祉協議会 持
ち物動きやすい服装︑昼食
電話で同会地域福祉推進セン
ター☎ ・５９６３へ

13

■ 町 会・ 自 治 会 と 市 の パ ー ト
ナーシップ検討委員会

８月 日㈭ 時から 会場市役
所新館５階市民サロン 傍聴定員
先着 人︵当日 時 分から会場
で受け付け︶
地域振興課☎ ・７３１８

366

30

会

0.039
0.037
0.037
0.060

環境基準（環境上の条件）

一般質問・議案質疑

11㈫

10

自動車排ガス局

一般質問

議

根 本
五 香
二ツ木
上本郷

一般大気測定局

浮遊粒子状物質
〔2％除外値〕
（mg/㎥）

適 否

9月
定例市議会
開催予定

測定局名

期 日

二酸化窒素
〔98％値〕
（ppm）

適 否

項目

開催予定（開議予定時刻10時）

適 否

平成23年度測定結果

31

電力需給がひっ迫した場合、安全安心メール（登録方法・QRコードは8面参照）・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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応募対象

エコに節電・省エネ対策

平成24年春以降に市内に設置した、つる性植物による緑のカーテン

応募部門

「緑のカーテンコンテスト」
に応募しよう！
夏真っ盛りの8月、暑い日差しや熱を遮る「緑のカーテン」
は今が最盛期です。あなたの自慢の緑のカーテンを写真に
撮って、コンテストに応募してみませんか。

家庭部門・学校部門・事業所部門・公共施設部門の各部門ごとに「市
長賞」
「教育長賞（学校部門のみ）」
「省エネルギー推進賞」を選考し、
入選者には賞状と記念品を贈呈します（表彰式は11月下旬を予定）。

応募方法
9月28日㈮〔必着〕までに、所定の応募用紙に写真やエピソードを添
えて、直接または郵送、Eメールで〒271−8588松戸市役所 環境
計画課減CO2担当室、 mckangenco2@city.matsudo.chiba.jp
（☎366−7089）または各支所へ
※応募用紙は環境計画課・各支所で配布しています。また、市のホー
ムページ（「緑のカーテン」で検索）からもダウンロードできます。
沢田みち子さん宅の作品

平成23年度 省エネルギー推進賞

ご近所と一緒にゴーヤや琉球朝顔を育てま
した。琉球朝顔が多かった西側は、ゴーヤの
みの南側よりも省エネ効果があり、カーテン
の内側がひんやりとしていました。

受賞作品と入賞コメント（抜粋）
小林時子さん宅の作品
ゴーヤを6本植えたと
ころジャングル状態に
なったため、今回は3本
にしました。しっかり
育ち、立派なカーテン
の役割を果たしてくれ
たため、夏は冷房を使
わずに過ごせました。

第39回

松戸市消費生活展

市民講座「見つめよう、あなたのとなりの民生委員・児童委員」 要申込
多様な支援活動を円滑に進めていくには、地域
住民の協力・理解・共感が必要です。民生委員・
児童委員制度の理解促進を図るため、市民講座を
開講します。ぜひご参加ください。

会場アートスポットまつど（伊勢丹松戸店新館
9階） 内容会場案内など 対象中学生以上
※希望日や時間はご相談ください。
申 電話で消費生活課☎366−7329へ
□

30

24

50

13

366

21

15
30

60

熱中症は日ごろのちょっとした工夫で予防できます。熱中症について正しく理解し、予防に努めましょう。

18
20

20

22
14

363

問 保健福祉課☎366−7485
□

■ 第 ３回 松 戸 市 病 院 事 業 経 営
改革評価委員会

80

８月 日㈬ 時から 会場市役
所新館５階市民サロン 傍聴定員
先着 人 ※今年度最終の開催と
なります︒
市立病院経営改革課☎ ・
２２０６

368

■星空観望会

366

25

30

市等からのお知らせ

15

26

■まつど国際文化大使委嘱式
＆ふれあいティーパーティー

50

９月２日㈰ 時 分〜 時 分
会場市民会館 内容 カ国・地域
人の委嘱式と大使との懇親会
定員先着 人 費用５００円︵中
学生以下は無料︶
８月 日㈮までに︑電話で㈶松
戸市国際交流協会☎ ・７３１０へ

14

■生活︵くらし︶イキイキ講座

308

８月 日㈯ 時〜 時 会場市
民会館プラネタリウム室 内容星
空案内と天体望遠鏡での観望︵雨
天曇天の場合はプラネタリウムの
み ︶ 定 員 先 着 人︵ 要 予 約︑ 子
どもは保護者同伴︶ 費用無料
電話で同館☎ ・１２３７へ

30

８月 日㈬ 時〜 時 分 会
場稔台市民センター 内容スポー
ツ吹矢を始めよう 講師㈳日本ス
ポーツ吹矢協会 対象おおむね
歳以上 定員先着 人 費用無料
電話で明第１地区在宅介護支援
センター☎ ・７８２３へ

246

■ 司法書士による無料電話相談

30

366

043

日時8月31日㈮13時30分〜15時30分 会場市
民劇場 費用無料
申 8月24日㈮までに、電話で援護担当室☎366−
□
3019または千葉県民生委員児童委員協議会☎
043−246−6011へ

29

■ ７ 月 は 防 災 行 政 無 線 で ２件
の行方不明高齢者の探索を行
い︑全て発見されました

18

17

ご協力ありがとうございまし
た︒なお︑情報提供は最寄りの交
番または警察署へお願いします︒
介護予防推進担当室☎ ・
７３４３

366

９月３日㈪から毎週月・水曜日
時〜 時︵祝日・年末年始を除
く ︶ 内 容 土 地・ 建 物 の 登 記︑ 会
社の登記︑日常生活や賃貸借のト
ラ ブ ル︑ 相 続 や 債 務 に 関 す る 相
談︑民事裁判手続等
千葉司法書士会☎ ・ ・
２６６６

15

10

28

14

■ ８月 日 ㈭ 〜 ９月 ５ 日 ㈬ の
建築物防災週間中に防災査察
を実施

18

■平成 年度就学義務猶予免
除者等の中学校卒業程度認定
試験

17

24

デパート・ホテル・遊戯施設等
の不特定多数の人が出入りする建
築物を対象に︑防災査察を行いま
す︒安全な街づくりのため︑皆さ
んのご協力をお願いします︒
建築指導課☎ ・７３６８

15

223

■松戸市障害者計画策定委員会

17

043

８月 日㈫ 時 分から 会場
市役所別館地下１階研修室 傍聴
定員先着 人
当日 時 分から︑直接会場で
障害福祉課☎ ・７３４８

46#

国が実施する︑中学校卒業程度
の学力認定試験です︒合格者は高
等学校の入学資格が得られます︒
対象病気等やむをえない事由
で︑中学校等を卒業しなかった人
願書受付期間８月 日㈮〜９月４
日 ㈫︹ 当 日 消 印 有 効 ︺ ※ 詳 細 は
お問い合わせください︒
県教育庁教育振興部指導課学力
向上室☎ ・ ・４０５６

30

■未内定生徒等の保護者の皆
さまへ〜まつど新卒応援ハ
ローワーク〜

月〜金曜日８時 分〜 時 分
︵年末年始を除く︶ 会場ハロー
ワークまつど 内容学卒ジョブサ
ポーターによる相談・職業紹介等
同施設☎ ・８６０９︵ ︶

367

■ 野 鳥 観 察 会︵ 谷 津 干 潟・ 習
志野市︶

９ 月 ２日 ㈰ ８ 時 松 戸
駅東口デッキ上集合︑
時 分ごろ現地解散
︹雨天中止︺ 持ち物昼
食など 費用無料︵交通費実費︶
㈶松戸みどりと花の基金☎ ・
９８４６
345

成に関する活動にも携わっています。
平成22年12月の全国一斉改選後、市内18地区
民生委員児童委員協議会の定数538人のうち、
520人が委嘱されていますが、18人が不足して
います（8月1日現在）。このため、その地域の住
民が福祉サービスを適切に受けることができない
恐れがあります。今後とも、民生委員推薦会や地
区準備会と協力して、欠員ゼロに向けて努力して
いきます。
問 援護担当室☎366−3019
□

民生委員・児童委員は、「民生委員法」および
「児童福祉法」によって設置された、地域住民を
支援するボランティアです。厚生労働大臣から3
年ごとに委嘱を受けて地域の福祉活動を行ってお
り、松戸市は18地区の民生委員児童委員協議会
で構成されています。
民生委員の主な役割は、福祉サービスを利用す
るために必要な情報提供や助言、児童福祉に関わ
る相談・支援といった市民の皆さんの身近な相談
役です。民生委員は、同時に児童委員としての役
目を持ち、子育てに関する相談、青少年の健全育

10月5日㈮〜7日㈰に開催する消費生活展で
は、「災害に備えた我が家の暮らし〜見て考え
て行動しよう〜」と題し、地震に備える知恵や
災害に強いエコ
な暮らし方を紹
介します。当日
の運営ボラン
ティアに参加し
てみませんか。

30

1階から屋根までの西側壁面に設けました。
西日よけに大変役立ち、夜間の室内気温も低
減されました。ゴーヤの実はピクルスや素揚
げ・豚肉料理などに有効活用しました。

あなたの地域の 民 生委員・児 童 委員 とは

運営スタッフを
運営
営ス
営スタ
営
スタ
ス
タ
タッフ
タッフを
フを
募集します
募集しま
募
募集
集し
集
集します
しま
しま
ます
す 要申込

12

秋元和之さん宅の作品

4
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※全て無料。
※わんぱく組2歳以上、なかよし組２歳未満、よちよち組
9カ月以上2歳未満、はいはい組8カ月以下。

9月
常盤平児童福祉館☎387−3320

おやこDE広場ゆうまつどのイベント 要申込
9月6日㈭10時30分〜12時 会場ゆうまつど 内容歯
科衛生士による「親子で取り組む虫歯大作戦」 対象
歯が生え始めてから1歳6カ月までの子と保護者 定員
先着30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
公民館支援
なでしこパンダの会自主企画講座 要申込
「リラックスタイムを楽しもう」
〔全2回〕
9月①11日㈫②18日㈫各10時〜11時30分 会場矢切
公民館 講師①アロマテラピー・木下由美子氏②ヨガ
インストラクター・中村愛子氏 定員15人（抽選）
費用500円（別途材料費）
※一時保育あり（1歳10カ月以上、5人、おやつ代等1
回200円）。
申 8月24日㈮〔必着〕までに、往復ハガキに氏名・年
□
齢・性別・住所・電話番号、保育希望の場合は子ども
の氏名・年齢・性別・アレルギーの有無を記入して、
〒271−0094上矢切299の1総合福祉会館内 公民館
（☎368−1214）へ

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10時30分〜11
時（はいはい組）毎週金曜日（28日を除く）10時30
分〜11時
パソコン教室15日㈯10時〜11時30分、13時15分
〜14時45分 内容ハロウィンのシール作り 対象
小学生以上
中高生の広場（TAPS）8日㈯17時〜19時 内容卓球
大会
つり体験（水元公園に行ってクチボソを釣ろう）①
25日㈫16時〜16時30分②29日㈯9時45分〜15時
内容①講義②体験 会場①常盤平児童福祉館②水元
公園（マイクロバスで送迎） 対象小学3年生以上（保
護者参加は各家族1人まで） 定員先着20人
申 8月16日㈭10時から、電話で同館へ
□

わくわく広場六実市民センター11日㈫・25日㈫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（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（なかよし組）10時20分か
ら（わんぱく組）11時から 内容体操・手遊びなど

内容

おやこDE広場15日㈯10時30分〜12時 内容ぐる
ぐるリサイクルin野菊野 対象乳幼児と保護者
中高生タイム15日㈯17時30分〜19時 内容たこ
やきを作ろう 対象中学・高校生
のぎっこ広場16日㈰13時30分〜15時 内容こど
もの国のポスターを作ろう 対象小学生以上

普段赤ちゃんと接する
機会のない高校生たちと
一緒に、貴重な時間を過
ごしてみませんか。
お子さんにとって
もいろいろな人と
触れ合う体験にな
ります。ぜひご参
加ください。

会場

市内子育て支援施設での おやこDE広場、
保育所他
1日体験実習

①9月18日㈫・21日㈮13時35分〜14時20分②10月26日㈮11時15分〜
12時（受け付けは20分前から） 会場①松戸南高等学校②市立松戸高等学校
内容高校生への育児体験の説明等 対象おおむね生後5カ月〜１歳6カ月未
満の赤ちゃんと保護者 定員各先着20組程度 持ち物母子健康手帳、エ
コー写真、おもちゃ、おむつ等
申 9月10日㈪までに、電話または応募申込書をFAXで子育て支援課親力（お
□
やぢから）支援担当室☎366−7347、 365−1009へ
※応募申込書は、同課・各おやこDE広場・子育て支援センター等で配布し
ている他、市のホームページからもダウンロードできます。

講師（講義）聖徳大学教員、おやこDE広場・放課後児童クラブス
タッフ、市職員 対象次の全てを満たす人①市内在住で全回参加で
きる人②修了後、子育て支援施設のスタッフとして活動できる人③
ファミリー・サポート・センターの提供会員として登録可能な人
定員40人（書類選考あり） 費用2,000円（教材費）
申 9月3日㈪〔必着〕までに、所定の応募用紙を郵送またはFAXで
□
〒271−8588松戸市役所 子育て支援課 365−1009（☎366−
7347）へ
※応募用紙は、市のホームページからダウンロードできます。

申 ①④⑤電話で公民館☎368−1214へ申し込み、②③⑥当日会場で申し込み
親子で参加できるイベント □

日時

内容

定員（各先着）

費用

A8/16㈭ B8/17㈮
11:00と14:00から（1回90分）

A ドライアイスで遊ぼう
B 水の表面の実験

小学3年生以上

各20人

各500円

②

すぐできる、
おもしろマジック

8/18㈯・19㈰・25㈯・26㈰11:00と13:30
から（26日は13:30からのみ、1回30分）

身近な物を使ったマジック

幼児から

各20人

無料

③ スーパー紙とんぼ作り

8/19㈰・25㈯・26㈰10:30と14:30から
（26日は14:30からのみ、1回30分）

ストローや竹串を使った紙とんぼ作り

幼児〜
小学6年生

各20人

各100円

思い出のミニアルバム
④
要申込
作り教室

8/20㈪・24㈮10:30と14:00から
（1回120分）

型パンチでさまざまな模様を切り取
り、貼り合わせてミニブックを作る

小学3年生以上

各10人

各500円

8/22㈬・23㈭ C10:30とD13:30から
（1回120分）

C LEDライト作り
D 雨を感じるオルゴール作り

小学3〜6年生

各15人

各500円

8/26㈰10:30から、8/31㈮13:30から
（1回60分）

カンフーの基本の動きを取り入れた 5歳以上の子と
健康体操
保護者

各20組

無料

リサイクル電機工作
要申込

⑥ 親子でカンフー体験

持ち物①A空のペットボトル（500㎖）
・軍手・タオル・金属のカレースプーン・マグカップ
④はさみ・テープのりまたはスティックのり・定規・工作マット⑤軍手・タオル

16

19

Bタオル・透明のガラスコップ

15

366

17

15 45

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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■市立保育所臨時職員を募集

おもしろ科学実験
たのたのじゅく 要申込

362

10

10

対象 歳未満 勤務場所市内公
立保育所
︹保育業務︺勤務時間６時 分
〜 時 分︵ 土 曜 日 は 時 分
まで︶の間で有資格者は６時間勤
務︑無資格者は朝夕２回の４〜６
時間勤務 時給９１０〜１０７０
円 ※詳細はお問い合わせくださ
い︒
保育課☎ ・７３５１

①

⑤

5

対象

13

31

■ボランティアについて学び
福祉施設で講座の仲間と一緒
に体験してみませんか？

開催日時８月31日㈮までの10時〜16時
（21日㈫・28日㈫は休み） 内容絵本の閲
覧（貸し出し不可）、こども
おはなし会（29日㈬10
時30分と14時から）、
ボールプール、すべり
台、テント他 費用無料

「アートスポットまつど」（伊勢丹松戸店新
館9階）では、絵本が閲覧できる「こども図
書室」や親子で参加できる各種イベントを実
施しています。ぜひご参加ください！
※原則として保護者同伴でご利用ください。
詳細は市のホームページをご覧ください。

９月 日㈭ 時〜 時 会場①
特別養護老人ホームあすなろ︵金
ケ作︶②知的障害者入所施設まつ
ぼっくり︵六実︶のどちらかを選
択 定員各先着 人 費用無料
８ 月 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☎ ・５９６３へ

こども図書室（プレイルーム）

イベント名

要申込

参加親子を募集します

講義（児童の発達と遊
10/5・12・19・
び、健康管理と緊急対
26、11/2・16・ 各13:30〜16:45
聖徳大学
応、保護者理解、市の子
30の金曜日
育て支援施策等）
8:30〜19:00の
間の6時間程度

ひょうたんの会12日㈬14時〜14時30分 内容手
遊びとお話 対象乳幼児と保護者
音楽で遊ぼう19日㈬14時〜14時40分 内容わら
べうた遊び 対象乳幼児
卓球であそぼう27日㈭15時30分〜16時30分 対
象小学生

高校生 と 赤ちゃん のふれあい体験

放課後児童クラブやおやこDE広場等、
市の子育て支援事業に従事したい人の人
材育成のため、子育て支援スタッフ養成
講座を開催します。修了者は松戸市乳幼
児一時預かり事業スタッフの資格も得ら
れます。また、松戸市子育て支援人材バ
ンクに登録します。

11/9㈮〔予定〕

根木内こども館☎315−2985

野菊野こども館☎331−1144
移動児童館☎387−3320

子育て支援スタッフ養成講座
要申込
の受講生を募集します

日時

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15時
15分〜17時 稔台市民センター毎週金曜日15時〜
17時 内容玉入れ大会など 対象小学生
土曜移動児童館六実市民センター15日㈯①10時〜
12時②13時30分〜16時30分 内容①わくわく広
場②あそぼう会 対象①乳幼児と保護者②小学生

●広報まつど 2012年（平成24年）8月15日

勤労会館
講座名

ふれあい教室

日程

講師

定員

テ キ スト
代800円

15人

素人のど自慢大会地区予選会
上位者は、10月7日㈰に開催される
「第39回松戸まつり素人のど自
慢決勝大会」
に出場できます。

ビジネスで役立つ
ペン習字〔全10回〕

9/12〜11/14の毎週 日本ペン習字研究会師範・
水曜日
堀井泉翠氏

太極拳〔全12回〕

9/12〜12/5の毎週 松戸市武術太極拳連盟会長・
水曜日
（10/17を除く） 佐藤えり子氏

無料

50人

①9月②10月③11月
の 毎 週 水 曜 日（ ② は ㈱システムシェアード・
三浦彰平氏
10/31を除く）
※①②③は同じ内容

無料

各15人

活用しよう！ スマートフォン
（基礎解説・一般活用・ビジ
ネス活用・SNS等のコミュニ
ケーション）
〔各全4回〕

地区

9/7㈮

民謡

⑨ ハガキ作成講座

日程

会場

問い合わせ

本庁

商工会館

㈲東葛総合企画
☎365−9960

八柱

9/21㈮
12:00から

森のホール２１

㈲板橋☎388−1334
㈲リコー書店☎385−6300

小金

9/16㈰
13:00から

小金原中央商店街内
特設会場

小金原中央商店街事務所
☎341−4777

栄町

9/16㈰
13:00から

古ケ崎市民センター

寝装品専門店ミツオカ
☎363−6326
ファッションハウスいしざか
☎364−3443

常盤平

9/16㈰
12:00から

常盤平市民センター

㈱シブヤ楽器☎387−1566

馬橋

9/16㈰
13:30から

馬橋市民センター

熊谷青果店☎343−6638
椿商店☎341−3208

矢切

9/16㈰
12:30から

二十世紀が丘
市民センター

魚銀☎362−3673
㈲シノミヤホームテック
☎368−5544

市内
全域

9/16㈰
10:00から

常盤平市民センター

㈱シブヤ楽器☎387−1566

使用OS＝Windows7

時間☆＝9時30分、★＝13時30分か
① 初めてのパソコン（Windows）講座 9/10㈪〜13㈭ ☆ らの各3時間 対象④〜⑥Excel経験
② Wordを使った文書作成講座
9/8㈯・15㈯ ☆★ 者⑦Word経験者 定員各先着10人
費用①〜⑦各12,000円⑧6,000円⑨
③ Excelを使った表計算講座
9/11㈫〜14㈮ ★
7,000円
④ Excel応用講座
9/25㈫〜28㈮ ★
※受付開始時間に定員を超えた場合
⑤ Excel活用講座
9/18㈫〜21㈮ ★
はその場で抽選。
⑥ Access基礎講座
9/18㈫〜21㈮ ☆
※開始日程の7日前に締め切り（最少
⑦ PowerPoint基礎講座
9/25㈫〜28㈮ ☆
開講人員2人）。
⑧ インターネット&メール講座
9/6㈭ ☆★
※日曜大工講座もあります。
講座名

日時
9/16㈰
13:00から

謡

勤労会館

歌

時間各18時30分〜20時30分 会場勤労会館 対象市内在住・在勤の勤
労者および就職を希望する人（抽選） 持ち物スマートフォンの講座=ご自
分のスマートフォン
申 8月23日㈭
□
〔必着〕までに、往復ハガキに住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号・就労の有無・講座名（スマートフォン講座は希望月を第1希望
から第3希望まで記入）
・返信用宛名を記入して、〒271−0077松戸市根本8の11
（☎365−9666）へ

松戸地域職業訓練センター講座

第 39 回 松 戸 ま つ り

費用

対象市内の該当地区在住・在勤の人
（複数地区での参加不可） 費用無料

☆★

申 8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
□

健康づくりグラウンド・ゴルフ大会の参加者募集

松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談

要申込

9月22日㈷8時30分〜14時〔小雨決行、荒天の場合は9月23日㈰に順延〕
会場千駄堀暫定スポーツ広場B・C面 対象市内在住の成人 定員300人
（抽選） 費用無料
申 8月23日㈭〔必着〕までに、往復ハガキ（申込者含め5人まで可、ただ
□
し重複申し込みは不可）に全員の氏名（ふりがな）・年齢・性別・申込者
の電話番号・返信用宛名を記入して、〒271−0072松戸市竹ケ花74の3
保健福祉課内「グラウンド・ゴルフ大会」係（☎366−7486）へ

相談名（原則予約制）
不妊相談

市立病院眼科外来は9月から新患・再来患者さんの予約制を
導入し、毎週火曜日は休診となります
予約方法①他医療機関の紹介状をお持ちの場合は電話で地域連携課☎363−0489
〔平日9時〜16時（年末年始、祝日を除く）〕へ②紹介状をお持ちでない場合は電話
で同病院眼科外来☎363−2218〔平日15時〜16時（年末年始、祝日を除く）〕へ
※紹介状・予約無しの場合も受診できますが、予約枠を超えた際にはご希望に沿え
ない場合があります。
問 同病院眼科外来☎363−2171（内線2106）
□

予約・問い合わせ

来所

9/11㈫13:30〜15:00

思春期相談

9/26㈬14:00〜17:00

精神保健福祉相談

9/11㈫・24㈪14:00〜16:00

酒害相談

9/20㈭14:00〜16:30

エイズ検査

即日検査

9/4㈫・18㈫13:30〜14:30

夜間検査

9/18㈫17:30〜19:00

☎361−2139

※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。
電話（予約不要）

DV相談

☎361−2138

来所

障害者差別相談

月〜金曜日9:00〜17:00

☎361−6651

月・火・木・金曜日9:00〜17:00

☎361−2346
367−7554

同センター☎361−2121㈹

救急医療体制

あなたの健康

366

前立腺がん〜積極的に検診を〜
尿が出にくい・血尿が出る等の症状が現れる
ころには、かなり進行してしまっていること
が多く見られます。前立腺がんは比較的進行
がゆっくりしているため、高齢で早期前立腺
がんが見つかった場合は、手術はせずに経過
を見守ることもしばしばあります。ただ、進
行してしまうと骨に転移しやすくなり、がん
性疼痛（とうつう）に苦しむことも多くなり
問
ます。
早期であれば有効な治療法がありますので、
何よりも早期発見が大切です。診断に有効な
PSA（Prostate Speciﬁc Antigen＝前立腺特異
抗原）の検査は、血液検査で簡単に測定でき
ます。働き盛りの年代こそ早期がんを見つけ
るチャンスです。50歳を過ぎたら、ぜひPSA
検査を定期的に受けてください。

問 保健福祉課☎366−7486
□

◆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 毎日18時〜23時
◆休日土曜日夜間歯科診療所☎365−3430
衛生会館2階20時〜23時
※電話番号の掛け間違いにご注意ください。
みのり台

松戸新田駅

夜間小児
急病センター

新京成線

上本郷駅

市立病院

松戸

●神社

夜間
小児急病
センター
上本郷4005

●神社

国道6号

東口

北松戸駅
馬橋

JR常磐線

休日土曜日
夜間
歯科診療所
竹ケ花45の53

松戸
上本郷

税務署

柏

金町

国道6号

中央保健福祉
センター

東葛飾合同庁舎

衛生会館

線

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

〔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

成

松戸市医師会
http://www.matsudo-med.or.jp/

◆テレホン案内サービス☎366−0010

新 京

前立腺は男性にしかない生殖器官の一部で膀
胱（ぼうこう）の直下に尿道を取り巻くように
あり、大きさは胡桃（くるみ）大で筋組織が多く、
内腺と外腺があって前立腺液を分泌します。年
を取るにつれて肥大することが多く、前立腺肥
大症・前立腺がんは罹患（りかん）率・死亡率
ともに60歳から増えていきます。
前立腺がんの原因は不明ですが、脂肪の多
い食事が増えてきたこと等の影響が指摘され
てきています。また、家族内にかかった人が
いる場合、遺伝的にかかりやすい傾向にあり
ます。
良性腫瘍（しゅよう）である前立腺肥大症
から、前立腺がんに進むことはありません。
しかし、前立腺肥大症と前立腺がんが併発し
たり、前立腺肥大症の薬物療法を長期間続け
ているうちに前立腺がんが見つかることもあ
ります。
前立腺がんは早期では症状がほとんどなく、

日時

電話（予約不要） 9/20㈭9:00〜14:30

市役所
東口

松戸駅
北松戸

JR常磐線

金町
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●広報まつど 2012年（平成24年）8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、
マークは市民活動助成事業です）
…日時、日程
…会場
…内容
…講師
…対象
…定員
…持ち物
…費用（記載のないものは無料）
…申込方法、申込先
…問い合わせ先

◆高橋真澄棋士による囲碁教室
8月20日 ㈪ ①10時 〜12時 ②13時 〜
17時
本覚寺（JR北松戸駅下車）
①中学生以下②成人
松戸市囲碁愛好
会・三枝☎367−8041
◆関さんの森 夏の観察会「森で探そ
う・見つけよう」
8月23日㈭10時JR新松戸駅改札集合
12時解散
小学生（2年生以下は保護
先着30人
大人200円、
者同伴）
直接会場で
関さん
子ども100円
の森を育む会・田中☎343−6022
◆坐禅の静座講習
8月23日㈭19時〜21時
勤労会館
先着8人
100円
直接会場で
松 戸 坐 禅 の 会・ 小 松 ☎03−3602−
1090
◆おこづかいゲーム
8月25日㈯10時〜12時
稔台市民
センター
先着30人
1,000円
電 話 でNPOお か ね の 楽 校 ☎308−
4070へ
◆牛乳パックでサッカーボールを作ろう
8月25日㈯10時〜12時
市民会館
小学生
先着30人
電話で松戸
GONET・中川☎345−4196へ
◆東日本大震災復興支援ふれあい夏祭り
8月25日㈯16時〜19時
ふれあい
屋
ネットまつど（JR北小金駅下車）
台、子どもコーナー他
NPOたすけ
あいの会ふれあいネットまつど事務局☎
346−2052（平日9時〜17時）
●ヘルスバレーボール教室
8月25日 ㈯19時 〜21時
東部ス
ポーツパーク
先着20人
直接会
場で
スポーツ推進委員・湯浅☎090
−9019−5175
●社交ダンス講習会〔全6回〕
8月25日 〜9月29日 の 毎 週 土 曜 日19
時〜21時
八ケ崎市民センター
初心者・初級者
3,000円
みさき
ダンス・石田☎090−1542−5940
◆歩いて巡礼（説明会）
8月26日 ㈰9時30分 〜11時30分

市民会館
先着10人
電話で秩父
巡礼ウオーキングの会・布目（ぬのめ）
☎343−7430へ
●軽スポーツ教室
8月26日㈰9時〜12時
常盤平第一
小学校
グラウンド・ゴルフ、ソフト
バレーボール他
直接会場で
ス
ポーツ推進委員・内田☎388−8868
◆五香六実 の 史跡と着物文化学びウ
オーク＆梨狩り
8月31日㈮9時新京成五香駅改札前集
合、16時現地解散
着物美術館での
美術品鑑賞他
先着30人
500円
（昼食費別途）
電話でまつど学びの
旅協議会・伊藤☎386−5259へ
◆警察音楽隊研修会 吹奏楽コンサート
8月31日㈮13時〜15時30分
聖徳
先着1,400人
大学川並香順記念講堂
同大学SOA音楽研究センター☎365−
1111（内線3231）
●グループM展
9月1日㈯〜7日㈮10時〜18時 （ 1日
は13時から、7日は16時まで）
アー
トスポットまつど(伊勢丹松戸店新館9
階)
絵画研究の発表、油絵他
グ
ループM・小林☎343−8795
（昼間のみ）
◆車椅子レクダンスインストラクター
養成講座
9月1日㈯・8日㈯10時〜12時
ふ
れあい22
先着20人
3,000円
電話でNPO車椅子レクダンス普及委
員会松戸支部・齋藤☎365−8701へ
●HR松戸話し方コンテスト大会
9月1日㈯13時〜17時 ※出場者募集
中（中学生以上）
市民劇場
500
円（観覧無料） HR松戸話し方研究会・
眞田☎090−7946−1877
●①ソフトバレーボール大会②ヘルス
バレーボール教室
9月2日㈰9時〜15時
柿ノ木台公園
①1チーム1,500円
8月24
体育館
日㈮までに、電話で矢切スポーツクラブ・
坂平☎366−3432へ

●アーチェリー初心者教室〔全4回〕
9月2日 〜23日 の 毎 週 日 曜 日13時 〜
16時
運動公園武道館
中学生以
上
先着10人
1,500円
電話
で松戸市アーチェリー協会･浜辺☎342
−4706へ
●ハワイアンカーニバル
9月2日 ㈰13時 〜16時30分
森の
ホ ー ル21
ハワイアンバンドとフ
2,000円（ 前 売 り
ラハラウの競演
マハロクラブ・神埼☎04
1,500円）
−7175−1770
●社交ダンス講習会
9月3日 ㈪・17日 ㈷・24日 ㈪19時 〜
21時
稔台市民センター
ダンス
シューズ
稔台ダンスサークル・半田
☎080−1294−2967（昼間のみ）
●ジュニアダンス（社交ダンス）初心
者講習会〔全3回〕
9月8日 ㈯・22日 ㈷・29日 ㈯17時 〜
18時
常盤平市民センター
未就
学児、小学生
体育シューズ、飲み物、
タオル
JBDF松戸スポーツダンスス
クール・鶴丸☎387−1569
◆松戸市母親大会「記念講演とコンサート」
9月8日㈯13時〜16時30分
市民劇
場
先着330人
1,000円
FAXで
新日本婦人の会松戸支部 388−8733へ
●秋季ソフトボール大会
9月9日〜30日の毎週日曜日〔予備日
10月7日㈰〕8時30分から（初日は9時
から）
古ケ崎ソフトボール場他
A 〜 D4クラスのトーナメント
市内
在住・在勤の人で編成されたチーム
男 子1チ ー ム10,000円、 女 子1チ ー
ム7,000円
8月18日 ㈯18時30分 か
松戸市
ら、運動公園武道館会議室で
ソフトボール協会・鈴木☎345−7912
五香・六実の歴史再発見ウオーク
と梨狩り
9月12日㈬10時東武野田線六実駅前
集合、15時現地解散〔雨天決行〕
先
着30人
1,680円
8月25日㈯〔必
着〕までに、ハガキに住所・氏名・電話

番号を記入して、〒270−2203松戸市
六高台3の117の1 香実会・岩本（☎
080−1019−1988）へ
●敬老の日記念 親子3代ご招待ボウ
リング大会
9月17日㈷10時から
ときわ平ボ
ウリングセンター
65歳以上の人を
含む親子3代チーム
市内在住・在勤
の人
先着22チーム
8月31日㈮
〔必着〕までに、往復ハガキに住所・
氏名・生年月日・電話番号を記入して、
〒271−0091松 戸 市 本 町20の17岩 田
事務所内 敬老ボウリング大会実行委員
会（佐藤☎090−4394−3142）へ
◆ケーク・サレでティータイム
9月19日 ㈬13時30分 〜16時
市
民会館
先 着20人
2,000円
電話で手作りパンの会・本吉☎090−
3815−8018へ
●松戸市家庭婦人テニス協会クラス別
ダブルス大会
10月10日 ㈬・22日 ㈪〔 予 備 日11月
26日㈪〕9時から
栗ケ沢公園庭球場
SA・A・B・C各クラス
市内在住・
在勤・在クラブの人、同協会加盟クラ
ブ員
1人1,500円（ 加 盟 ク ラ ブ 員1
人1,000円）
9月8日㈯〔必着〕まで
に、往復ハガキに希望クラス・住所・氏
名・電話番号・クラブ員の場合は所属ク
ラブを記入して、〒270−2267松戸市
牧の原1の102の54 同協会・錦恵子（☎
384−4443）へ

東松戸ゆいの花公園の講座
8月21日㈫10時〜11時30分
会場同公園マグノリアハウス内 内容
昆虫の目でみる花の世界〜昆虫の目に
なってみよう〜 講師千葉大学大学院
園芸研究科花卉研究グループ・舩戸絵
里氏他 対象小学5・6年生、中学生
定員先着20人 費用300円
申 電話で同公園管理センター
□
☎384−4187へ
か

き

※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。

紅型染「千の葉」
毎月第1月曜日12時〜16時
明市民セ
ンター
月2,000円（入会金1,000円）
足達☎080−5464−2235
小金ダンスサークル木曜会（社交ダンス）
毎週木曜日18時〜20時
小金市民セン
月2,000円（入会金1,000円）
ター
苅部☎345−6644
オカリナサークル響
毎月第1・2・3・5月曜日9時〜13時
矢切公民館
月1,750円（入会金1,000
円）
高橋☎365−3588
百星会（てん刻）
毎 月第1水 曜日14時 〜17時
市民会
館
月2,000円（入会金なし）
丸山☎
363−1561
健康麻雀サークルひまわりの会
毎週月・水・木・金曜日12時15分〜17時
同会事務所（八柱）他
半年1,000円（入
西山☎080−5027−0997
会金なし）
新松戸ダンスサークル（社交ダンス）
毎週火曜日19時〜20時50分
新松戸
市民センター
初・中級者
月3,000円
福本☎345−7508
（入会金1,000円）
まつど山翠会（登山・ハイキング)
定例会毎月第2・3水曜日19時〜21時
市民会館他
65歳以下
年10,000円
（入会金1,000円）
鈴木☎090−8727−
6051
若葉会社交ダンスサークル
月4回日曜日18時〜21時
常盤平市民
センター
ダンスシューズ
月3,000円
（入会金1,000円）
清水☎090−5423−
8492（18時〜20時）
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紙敷テニスクラブ
毎日9時〜17時
紙敷テニスコート
市内在住・在 勤の中 学 生 以 上
先着10
年15,000円（入会金5,000円）
人
堀☎346−1018（18時〜21時）
花の会（太極拳）
毎週月曜日10時〜12時
運動公園武
道館多目的室他
月2,500円（入会金な
し）
三上☎362−5427
松戸ボーイズ①硬式野球②Tボール
毎週土・日曜日、 祝日9時〜17時
古
ケ崎河川敷グラウンド
小学生以下
月
①5,000円②4,000円（入会金5,000円）
駒井☎080−6553−2788
松戸歌会・むつみ（短歌）
毎月第3土曜日13時〜16時
六実市民
年3,000円、1回300円（入会
センター
金なし）
秋山☎090−9850−6478
書遊の会（毛筆・硬筆）
毎月第1・3月曜日17時〜19時
東部
市民センター
月2,525円（入会金なし）
橋本☎391−3199
全日写連松戸支部（写真サークル）
毎月第4土曜日17時〜20時
馬橋市民
センター
月1,500円（入会金500円）
鈴木☎369−2588
フラ・イリマ・ナニ・オハナ（フラダンス）
毎週木曜日10時〜12時
二十世紀が丘
市民センター
月2,000円（入会金1,000
円） 薬師寺☎308−1580
イングリッシュワールド（英語学習）
毎 週 木 曜 日10時 〜12時
青少年会
館
年3,000円（入会金2,000円）
早
坂☎346−2495

燿墨会（実用書道・賞状の書き方）
毎月第1・3金曜日13時〜16時
勤労
会館
月4,000円（入会金1,000円）
三浦☎365−8985
点字・拡大カレンダー作りの会はなみずき
毎月第1木曜日10時〜15時
馬橋東市
年1,000円（入 会 金1,000
民センター
円）
藤森☎362−9067
森下式ヨーガ
毎週木曜日10時〜11時30分
馬橋東
月2,500円（入会金1,000
市民センター
円）
丹野☎362−6470
松年クラブ（ソフトテニス）
毎週日曜日・祝日6時〜9時、毎週月曜日
9時 〜11時
栗ケ沢 庭 球 場
60歳 以
上
月1,200円（入会金1,000円）
松
山☎341−2731
オハナ（フラダンス）
毎月第1 〜3土曜日10時〜11時30分
新京成みのり台駅近くのダンススタジオ
月3,500円（入会金なし）
田端☎383−
7816
NPOサイエンスシャワー
（理科実験）
9月8日からの毎週土・日曜日
柿ノ木
台小学校他
先着28人
1回1,000円
（入会金なし）
横田☎367−2663
クローバー社交ダンスサークル
毎週火曜日19時〜21時
二十世紀が
丘 市 民 セ ン ター
月3,000円（ 入 会 金
1,000円）
大友☎391−9411
マーガレット ヨガサークル
月3回水曜日19時〜21時
勤労会館
月2,000円（入 会 金500円）
名和☎
361−0348（18時以降）

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）。

社交ダンス ジョニー
毎週木曜日19時〜21時
柿ノ木台公
園体育館
経験者
月4,000円（入会
金なし）
野口☎364−3050
おにぎりクラブ（育児サークル）
月2回火曜日10時〜12時
松戸三丁目
東自治会館他
月300円（500円の月も
あり）
チェリッシュ・サポート・システム☎
308−5880
フランス語会話の会
月2回不定期（1回2時間）
松戸駅近
辺
月500円（入会金なし）
佐藤☎
090−4419−3970
カハラオプナ フラグループ
（フラダンス）
第1・3木曜日10時〜11時30分
松戸
東口会館
月2,000円（入会金なし）
谷山☎388−3917
骨盤ストレッチ体操
毎週火曜日11時〜12時
馬橋市民セ
ンター
1回700円（入会金なし）
田
中☎080−1094−3045
常盤平トキワクラブ（健康体操）
毎月第1 〜4水曜日9時30分〜11時
常盤平体育館
60歳以上
月1,500円
（入会金1,000円）
斉藤☎348−4204
股関節柔軟体操会
毎月①第2・4水曜日13時30分〜15時②
第1・3日 曜 日10時 〜11
時30分、13時〜14時30
分
①勤労会館②市民
会館
各先着30人
月2,000円（入会金2,000
円）
山 本 ☎090−
3315−4883

相談時間1回約30分（診察・検査はありません）

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/

世界記録に挑戦

小金宿まつり

〜復興への二人三脚〜

8月
8月31日㈮・9月1日㈯・2日㈰
月31
・9
9月1 ㈯・2
2
会
会場

JR北小金
JR北小金駅南口広場
口

1日㈯・2日㈰の交通規制
北小金駅

南口

旧水戸街道の小金宿の町おこしとして始め
られた小金宿まつり。今年も、小金・幸谷小
学校の児童による演奏や、小金サンバ等で地
元商店街と住民が一体となり、北小金の駅前
をにぎわせます。ぜひお越しください。
問 同まつり実行委員会・斎藤☎344−2471
□

小金派出所

31日㈮ 18時〜21時
前夜祭ジャズフェスティバル

小金小
文

1日㈯ 15時〜21時
消防音楽隊・千葉県警察音楽隊による音楽
パレード、小金小・幸谷小の演奏、綱引き
大会、阿波踊り他

2日㈰ 16時〜21時
小金囃子、小金サンバ、さんさん音頭コン
テスト、盆踊り、よさこい鳴子踊り、ユー
カリ楽団、和太鼓

園芸店

小金市民
センター

小金消防署

国道6号

1日・2日16時〜21時の交
通規制区域
（バス・タクシー
乗り場が変更になります）

7月28日、招待された福島市の小学
生 5 0 人と市 内からの参 加 者 2 8 3 組
566人が、運動公園で二人三脚の世界
記録に挑戦しました。このイベントは、
二人三脚を通じて松戸と福島の交流を
深め、幅広い復興支援を行うことを目
的に開催されたものです。
猛暑もあり、残念ながら世界記録
（502組
1,004人）
を破ることはできませんでしたが、
参加者は声を掛け合いながら200メートル先
のゴールまで一斉に歩き、完走しました。
福島の子どもたちは
「緊張したけど、とても
楽しかった」
「けがもなく無事終わって、いい思
二人三脚でゴールを目指す参加者
い出になった」
と笑顔で話していました。

1日15時〜17時の交通規
制区域

交 通 安 全
7月11日に幕張メッセで行われ
た同大会は、競技を通じて交通知
識とマナーを身に付け、交通事故
を防止する目的で行われ、団体の
部で小金小学校が9年連続優勝、
八ケ崎小学校が4年連続第2位に
なりました。
また、個人の部
でも、市内の市立小学校の選手が1〜3位を独占しました。
小金小学校は、8月1日に東京ビッグサイトで行われた全
国大会に千葉県代表として出場し、大健闘しました。

※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

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（8/19㈰ま
では9:00 〜18:00）
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

◆9/8㈯ 13:30〜15:00
秋まき草花の種まきと育て方
講師みどりの相談員・青島尚
祐氏 定員40人 費用無料
◆9/9㈰ 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・五十嵐清晃
氏 定員25人 費用無料
◆9/15㈯ 10:00〜11:30
植物ウオッチング「野草の種
子の観察と調査体験」
講師自然解説員・相澤章仁氏
定員25人 費用無料
◆9/29㈯ 13:30〜15:00
楽しくこけ玉作り
講師みどりの相談員・丸尾三恵
子 氏 定 員30人 費 用1,000
円
◆9/30㈰ 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・今村裕之氏
定員25人 費用無料
◆9/30㈰ 10:00〜12:00
木の名前を調べて樹木板をつ
けよう
講師森林インストラクター・
國安哲郎氏 定員20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）

◆9/2㈰まで
德川昭武のみた明治のまつど
「坂川・江戸川 水景色」
◆9/29㈯〜11/25㈰
企画展「德川昭武のヨーロッ
パ体験」

松戸駅市民ギャラリー
社会教育課市民文化班
☎366−7462

◆8/16㈭まで
mana craft studio教室展
成田☎386−9058
恵墨会
秋場☎367−3297
◆8/17㈮〜30㈭
水との戯れ写真展
藤井☎363−5373

中学生の部
小学生の部

松戸中央ボーイズ

松戸ボーイズ

松戸中央ボーイズ
松戸ボーイズ

硬式野球クラブチーム
「松戸中央
ボーイズ」
と
「松戸ボーイズ」
は、6月
に行われた同大会予選で見事優勝
しました。両チームは、8月2日から
大阪で開催された選手権大会へ千
葉県代表として出場し、熱戦を繰り
広げました。
将来の甲子園出場を目指す選手
たちの今後の活躍に期待しましょう。

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。
土曜スケッチ淡彩画展
平山☎385−7620
◆8/31㈮〜9/13㈭
淡彩スケッチ展
菊地☎384−0759
松戸水彩会作品展
大谷☎345−2256

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30
分間（要観覧券）
◆9/17㈷まで
館蔵資料展「ガンダーラ」
会場企画展示室 内容ガン
ダーラ仏教美術品を紹介する
とともに、この地方の仏教寺院
遺跡の写真を展示 費用無料
◆ミュージアムシアター
8/31㈮まで
「都民たちの戦場〜東京大空
襲〜 戦後日本の原風景
Vol.1」〈 47分〉
9/1㈯〜30㈰「妻と夫がけ
んかした話 映画でみる昭和

30年代の日本・家族の幸福
夫婦編2」〈 34分〉
時間13:15、15:15から（土・
日曜日、祝日は11:00からも上
映） 会場講堂 費用無料
※ 8/19 ㈰・25 ㈯、9/2 ㈰・
29㈯は講演会のため13:15か
らの上映を中止します。
◆8/18㈯ 10:00〜11:00
「館内公開〜博物館の裏方、
お見せします〜」
集合場所博物館エントランス
内容収蔵庫・研究作業室・撮
影スタジオ等を見学 講師当
館学芸員 定員当日先着15人
費用無料
◆9/2㈰ 13:00〜15:00
館長講演会「ガンダーラの仏
教遺跡を掘る」
会場講堂 講師当館館長 定
員80人（抽選） 費用無料
申 8/23㈭〔必着〕までに、往
復ハガキ（ 1人1枚）に住所・
氏名（ふりがな）
・電話番号を
記入して、
「館長講演会」係へ
◆9/13〜11/22の 隔 週 木 曜
日 18:30 〜20:30
「中世史料を読む」〔全6回〕
会場ゆうまつど 内容鎌倉時
代の史書「吾妻鏡」の解読を
通して歴史を考える 講師当
館学芸員 定員30人（抽選）
費用無料
申 8/30㈭〔必着〕までに、往
復ハガキ（ 1人1枚）に住所・

氏名（ふりがな）
・電話番号を
記入して、
「中世史料を読む」
係へ
◆9/29㈯ 13:00〜15:00
自然を語る②「あなたが知ら
ない上野動物園〜動物園のヒ
ミツ、お話します〜」
会場講堂 講師上野動物園教
育普及課主任（学芸員）
・井内
岳志氏 定員80人（抽選） 費
用無料
申 9/12㈬〔 必着〕までに、往
復ハガキ（ 1人1枚）に住所・氏
名（ふりがな）
・電話番号を記入
して、
「自然を語る②」係へ

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

◆8/21㈫〜26㈰
第30回レンガの会記念展ス
ケッチ淡彩
阿部☎362−6576
◆9/7㈮〜9㈰
松戸市小中学校理科作品展
指導課☎366−7458
◆9/11㈫〜16㈰
第26回日本画サークル紅彩
会展
植竹☎362−4420
◆9/14㈮〜16㈰
第10回記念梨雲書展
横山☎369−5001

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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