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毎月1日・15日発行

ゴールデンウイークは
へおいでよ！
新緑の季節を迎えた21世紀の森と広場では、
年齢問わず楽しめるイベントが盛りだくさん！
皆さん、ぜひご来場ください。
21世紀の森と広場
広場
シンボルキャラクター
ドンちゃん・グリちゃん

緑と花の
フェスティバル 2014
子どもたちの夢とあそびを受けとめる
みどりをいっぱいにしましょう

子ども会育成会連絡協議会創立50周年記念
青少年相談員連絡協議会創立50周年記念

こども祭り

5月3日㈷

10時〜15時
ダンスやゲームなど
雨天時は
からだを使って
4日㈷
広場でおもいっきり遊ぼう！

4月29日㈷
雨天決行

フアフア
空気の入った大きなドームの中
で、飛んだりはねたり楽しもう

ボーイ・ガールスカウト

チャレンジランキング
いろいろなゲームにチャレンジ！
君は何点とれるかな？

る
緑と花にふれ
ントを
さまざまなイベ
楽しもう

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、
防災知識が学べるよ

植木・草花・野菜の販売

交通・防犯

野だて

植物を使った草花遊び

他にも楽しいイベントがいっぱい

他にも楽しいイベントがいっぱい

問 緑と花のフェスティバル実行委員会事務局
□
（公益財団法人松戸みどりと花の基金内）☎345−9846
▲新松戸

東京

北部市場
入口

柏

国道6号

水砂

★子ども樹木博士
集合場所：パークセンター
武蔵野線

森のホール21

●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⇒桜橋地下道⇒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JR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

東松戸

京

線

こどもが主役！
主役

木と友だちになろう
木
友
！ 要申込

森のこども館

子ども樹木博士 5月3日㈷

五香

JR新八柱駅
新京成八柱駅
成

常盤平駅

博物館

公園
中央口

新

ゴールキック

松戸東警察署

21世紀の森と広場
JR

みのり台

問 子どもわかもの課☎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が変更になる場合があ
ります。

ガソリンスタンド

八ケ崎
交差点

★緑と花のフェスティバル
★こども祭り
会場：つどいの広場

白バイ・パトカーの展示、白バイ
に乗って記念写真を撮ろう

わんぱく相撲、輪投げ、ストライクボード、風船マジッ
ク、ゴールキック、バスケットゲーム、ミニSL、こども
盆栽教室、昔の遊び創作（竹とんぼ・竹馬・水てっぽ
う）、うでずもう大会、だるまおとし、バザーなど

各種ゲーム、模擬店、盆栽の展示・販売、和太鼓、
刃物研ぎ、鳥の巣箱製作、フラダンスの実演など

★森のこども館
会場：森の工芸館

子どもたちによる太鼓や吹奏楽
の演奏・ダンスなどのパフォー
マンスがあるよ

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

9時30分〜15時

垣根づくりの実演

中央ステージショー

り
ら通
さく
桜橋

5月3日㈷
10時〜16時

常盤平
第三小学校

雨天決行

県道松戸・鎌ケ谷線

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・バス等公共交通機
関をご利用ください。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。

木やどんぐりで
自然工作

森のこども館の
かんばんを
問 野菊野こども館
□
つくろう！
☎331−1144

4月30日㈬は固定資産税第1期の納期限です

9時30分〜11時
公園内のいろいろな樹木を見
雨天中止
て回り、名前や特徴を覚えます。
みんなで樹木博士を目指そう！
対 象 小 学 生（ 親 子 で
の参加可） 定員先着
30人 持ち物筆記用
具、帽子、飲み物
費用1人200円
申 4月26日㈯までに、
□
電話でパークセン
木の葉遊びの
ター☎345−8900へ

問 収納課☎366−7325
□

体験もあるよ
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松戸市の予算をお知らせします

平成26年度

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、2,767億
4,930万7千円、前年度比5.7％増となりました。 このうち、一般会計の総額
は1,359億4,417万4千円で、前年度比6.3％増となりました。
平成26年度は、財源が厳しい中ではありますが、健全財政の確保を基本と
しながら、子育て・教育・文化を軸として元気な街づくりに必要な施策を積

極的に取り入れた予算となっています。
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公開しています。
財政課☎366−7076

一般会計予算
歳入 1,359億4千万円

消防費 58億9千万円（4.3％）
その他

歳出 1,359億4千万円

地方交付税 32億5千万円（2.4％）
地方譲与税 8億9千万円（0.7％）

地方消費税交付金

※分かりやすくするため、千万円単位にしてあります。

25億3千万円（1.8％）

公債費 99億9千万円（7.4％）

地方特例交付金

47億5千万円（3.5％）

3億4千万円（0.2％）

総務費
115億9千万円（8.5％）

県支出金
80億8千万円（5.9％）

民生費

その他依存財源

市債
121億8千万円（9.0％）

646億2千万円
（47.5％）

6億7千万円（0.5％）

依存
財源
574億 自主財源
4千万円 785億円
（42.3％） （57.7％）

教育費
127億5千万円（9.4％）

市税
664億円（48.8％）

国庫支出金
272億8千万円（20.1％）

土木費 132億5千万円（9.8％）
衛生費 153億2千万円（11.3％）

歳出の説明
民生費 保育所運営などの子どものための支援や高齢者、障害者などへの福祉サービスに使う費用
衛生費 検診、予防接種など保健衛生の充実やごみ対策などに使う費用

その他自主財源
60億8千万円（4.4％）

土木費 道路、河川、公園など都市基盤の整備に使う費用

繰入金

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など、教育や文化スポーツ振興に使う費用

30億7千万円（2.3％）

総務費 市役所の事務管理や広報まつどの発行などに使う費用

使用料および手数料

公債費 市債の返済に使う費用

29億5千万円（2.2％）

消防費 消防や防災対策などに使う費用
その他 議会費・商工費・災害復旧費など

歳入の説明
市税

市民税・固定資産税・市たばこ税・都市計画税など

繰入金

特別会計・基金から受け入れるお金

使用料及び手数料

市の施設などを使用した人や、特定のサービスを受けた人からの対価

その他自主財源

諸収入・分担金及び負担金など
国が交付する負担金・補助金・委託金

市債

市が国や金融機関などから長期に借りるお金
県が交付する負担金・補助金・委託金

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・利子割交付金など

内訳

県支出金

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

国庫支出金

平成２6年度当初予算

1,359億4,417万4千円
一般会計予算
1,172億351万5千円
特別会計予算
国民健康保険
512億4,898万円
松戸競輪
190億4,015万4千円
下水道事業
135億1,452万3千円
公設地方卸売市場事業
2億1,690万6千円
駐車場事業
8,900万2千円
介護保険
286億2,154万2千円
44億7,240万8千円
後期高齢者医療
企業会計予算
236億161万8千円
水道事業
24億5,116万3千円
病院事業
211億5,045万5千円
合計
2,767億4,930万7千円

性質別歳出予算
区分

金額

構成比

４０４億円

29.7%

人件費(職員の給与や議員報酬など)

２６６億４千万円

19.6%

物件費(消耗品費、光熱水費、委託料など)

２０８億1千万円

15.3%

普通建設事業費(公共施設の新増設等の経費)

１２６億1千万円

9.3%

その他(補助費等、繰出金、公債費、維持補修費など）

３５４億８千万円

26.1%

１，
３５９億４千万円

100.0%

扶助費(生活保護費、各種措置費など)

合計

市民１人当たりの予算額
民生費
衛生費
土木費
教育費

279,742円（一般会計）

132,977円
31,531円
27,276円
26,228円

総務費
公債費
消防費
その他

23,846円
20,564円
12,114円
5,206円

※人口は平成26年1月1日現在の485,962人（住民基本台帳）で計算。

主な事業
教育・文化

子育て

●
（仮称）関台小学校新設事業（継続費）
・・・8億5,844万円

●民間保育所建設費補助金・・・8億4,039万円
平成27年4月開所予定の民間保育園の新設5カ所（五香・秋
秋
山・和名ケ谷・東松戸・新松戸）に対する補助を行います。

東部小学校区の児童数増加に伴い、
（仮称）関台小
小
ま
学校を建設します。平成28年4月開校を予定していま

●保育所運営委託事業・・・40億5,702万円
市内外にある民間保育所の運営を委託します。平成26年度は市内保育所（仮称）
こすもす保育園、
（仮称）北小金駅前保育園、
（仮称）さわらび夜間保育園、
（仮称）
音のゆりかご保育園を加え、34カ所から38カ所へ拡大します。

●保育サービス多様化促進事業・・・2億9,593万円
小規模保育施設（市内10カ所）への支援を行うことにより、保育サービスの多様化
および保育の質を確保し、待機児童の解消を図ります。

す。

●小・中学校冷房化事業（設計等委託料）・・・2,000万円
平成28年度に市内の小・中学校全校に空調機を設置するための設計等を委託しま
す。

●小・中・高等学校施設の耐震化の促進・・・1億5,040万円
市内の小・中学校・高等学校の耐震改修工事を実施するための設計を委託します。

●文化の香りのするまち構築事業・・・912万円

安全で快適な生活環境

松戸市文化芸術振興基本方針を広く周知し、文化イベントを実施します。
文化イベント負担金、公園アート展示等を委託します。

●通信体制整備事業（継続費）・・・1億6,838万円
老朽化した防災行政無線のデジタル化を図ります。

元気なまちづくり

●地域ぐるみ安全安心推進事業・・・7,021万円
市民生活の安全を守り、犯罪ゼロのまちづくりを目指
すため、市民参加型防犯カメラの設置など、安全対策事業を実施します。

●松戸駅周辺地域活性化事業・・・6,471万円
松戸駅周辺まちづくり委員会の開催や、松戸駅周辺
辺

●防犯灯整備事業・・・2億793万円
町会や自治会等が行う防犯灯の設置、維持管理およびLED化推進のための経費を補
助することにより地域の環境整備や防犯の徹底を図ります。

●放射能対策・・・8億3,478万円
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みます。

今後4年間の市政に関わる大切な選挙です。貴重な1票を大切にしましょう。

図
施設の整備等を行い、松戸駅周辺地域の活性化を図
ります。

●中心市街地商業事業者誘致業務・・・500万円
松戸駅周辺における空きテナントへの入居を促進し、中心市街地の商業活性化を図
ります。

問 選挙管理委員会事務局☎366−7386
□
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松戸市総合計画の

平成32年度までを計画期間とする「松戸市総合計画」は、基本構想・基本計
画・実施計画の3層で構成しています。このたび基本計画に掲げられた施策を個別

「第5次実施計画」が
スタートしました

事業にまとめ、財政的な裏付けをもたせた短期的な事業計画として第5次実施計画
を策定しましたので概要をお知らせします。
問 政策推進課☎366−7072
□

政策展開の方向

計画の特徴

節

財政的な裏付けのある計画
全ての事業の事業費推計と財源推
計を実施し、財政的な裏付けのある
「行財政改革計画」の性格を併せ
持った計画としました。

計画の概要
◆計画期間は、平成26〜28年度の
3カ年とします
◆第5次実施計画では148の「取り
組み課題」を設定しました
◆「取り組み課題」ごとに、「目指
す 成 果 」・「 目 標 」・「 対 象 事
業」・「事業費」を記載しました
（この中に担当課や数値目標も表
現）
◆計画期間の計画事業費は約606億
円です
一般会計 412億円
特別会計
27億円
企業会計 167億円
◆97の指標により政策ごとに進捗
管理を行います
第5次実施計画の全文は、市の
ホ ー ム ペ ー ジ 、行 政 資 料 セン
ター、各支所、図書館本館・分館
で閲覧できます。

項（政策）
第1項（政策1） 市民と行政の協働を推進します

第1節
連携型地域社会の形成

第2項（政策２） 一人ひとりの人権が尊重される地域社会をつくります
第3項（政策３） 男女共同参画の地域社会をつくります
第1項（政策４） 健康に暮らすことができるようにします

第2節
豊かな人生を支える
福祉社会の実現

第2項（政策５）

第3項（政策6） 安心して子どもを生み、健やかに育てることができるようにします
第4項（政策7） 市立病院として高度で良質な医療を提供します
第1項（政策8）

第3節
次代を育む
文化・教育環境の創造

第3項（政策10）

国際的な広い視野と平和を愛する心が育まれ、松戸の歴史や文化・伝統が保持
され、後世に伝えられるようにします

第1項（政策11） 災害に対する不安を減らすようにします
第2項（政策12） 火災等の災害から市民生活を守ります

第4節
安全で快適な
生活環境の実現

第3項（政策13） 救急救命が必要になった市民の生命をつなぎます
第4項（政策14） 環境にやさしい地域社会をつくります
第5項（政策15） 犯罪や事故のない安全で快適な市民社会をつくります
第6項（政策16） 緑と花に親しむことができるようにします
第1項（政策17） 地域産業を振興し、豊かな経済活動ができるようにします
第2項（政策18） 個性を活かし、能力を発揮して働くことができるようにします

第5節
魅力ある都市空間の
形成と産業の振興

第3項（政策19） ゆとりを感じるまちに住むことができるようにします
第4項（政策20） 誰もが安心してスムーズに移動できるようにします
第5項（政策21） 安全な河川に整備し、きれいな水とふれあえるようにします
第6項（政策22） いつでも安心して水道水が使えるようにします

第6節
都市経営の視点に立った行財政運営

提案を募集します

問 市民自治課☎366−7062
□

協働事業提案制度とは、市民活動団体・民間事業者の発想や手法を生
かし、事業の企画から実施までを市と協力して行う公益性の高いモデル
事業を創出する制度です。市民提案・行政指定の2部門があります。
受付期間4月18日㈮〜6月27日㈮ 対象事業提案者と市が協働すること
によって相乗効果が認められる公益性の高い事業で、多様化する地域課
題に対し、これまでにない取り組みを行う先進的なモデル事業 提案者
市民活動団体、民間事業者 負担金１事業50万円以内（市民活動団体に
限る） ※詳細は市のホームページまたは市民自治課・まつど市民活動
サポートセンターで配布している募集要項をご覧ください。

協働事業提案に向けての相談会
協働事業への提案は、事前に相談会に参加する必要があります。相
談会では、協働事業の相手方となる市との間で、より良い提案に結び
つけるための協議を行います。
期間4月18日㈮〜5月30日㈮ 会場市役所他
申 相談希望日の1週間前までに、電話で市民自治課☎366−7062へ
□
平成26年度実施協働事業
事業名

事業担当課

団体名

松戸の農業サポート・農業ボランティア養 松戸農業サポート協議会ボラ
成事業
ンティア部 野良の会

農政課

テーマ：協働による「協働のまちづくり講演会」

平成27年度 協働事業提案制度事業説明会を開催
4月18日㈮・26日㈯各10時〜11時 会場市役所議会棟2階第3委員会室

自宅の 耐震相談 を
受け付けています 要申込
昭和56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
震診断を実施します。
時間各10時〜16時 持ち物自宅の平面図
（間取り図） 費用無料
申 電話で建築指導課☎366−7368へ
□

3

子どもたちが自らの将来の目標を持ち、その実現に必要な知識や経験を得られ
るようにします

第2項（政策9） 生涯学習やスポーツを楽しむことができるようにします

平成27年度「協働事業提案制度」
事業

行政指定部門：市民自治課

病気や障害、高齢などを理由に生活に支障があっても、自立した生活が送れる
ようにします

日程
5/10㈯
6/14㈯
7/10㈭
8/7㈭
9/11㈭
10/4㈯
11/13㈭
12/11㈭
2/12㈭
3/12㈭

会場
市役所新館8階会議室
市役所新館8階会議室
常盤平市民センター
新松戸市民センター
常盤平市民センター
市役所新館8階会議室
市役所新館8階会議室
市役所新館8階会議室
新松戸市民センター
常盤平市民センター

第1項（政策23） 市民ニーズに基づく行政経営を行います
第2項（政策24） 財源、財産を適正に管理し、配分します

満65歳以上の人対象

問 市民課☎366−7340
□

運転免許証を自主返納した人に、
無料で写真付き住民基本台帳カードを交付
運転免許証を返納すると身分証明書がなくなってしまうとお困りの人は、住
基カードに切り替えてはいかがですか。
◆対象者
次の①〜③の全てに該当する人①市内に住民登録をしている満65歳以上の人
②有効期限内の運転免許証を自主返納した人③申請時に写真付きの住基カード
をお持ちでない人 ※無料交付は1人1回限り。
◆申請期限 運転免許証を自主返納した日から6カ月以内
◆申請窓口 市民課・各支所窓口（事前に警察署・運転免許センターで自主返
納の手続きを行った後にお越しください）
◆必要な書類
①警察署・運転免許センターで交付された、申請による運転免許証の取消通知
書（自主返納日から6カ月以内のもの）
②本人確認書類
（パスポート、身体障害者手帳等の官公署が発行した写真付きの本人確認書類）
③上記本人確認書類②とは別の本人確認書類
（健康保険証、後期高齢者保険証、年金手帳、診察券、クレジットカード、通
帳等）
④写真
縦4.5cm×横3.5cmの大きさで、申請前6カ月以内に撮影した帽子等をかぶら
ず、正面、無背景のもの
※②と③の書類が1点ずつあれば即日発行となります。②の書類がない場合は、
申請受付後郵送される照会文書に必要事項を記載して、窓口に持参した際に発
行となります。
※穴の開いた運転免許証は、本人確認書類として使用することができません。

上下水道使用料等の徴収・収納業務を委託しました
期間4月1日〜平成27年3月31日
委託業務

委託先

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
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

第一環境㈱
SMBCファイナンスサービス㈱

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

松戸市長選挙の投票日は、6月15日㈰です。

〜小さいが

政治のかじ取る

重き票〜（松戸市長選挙啓発標語）
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まつど生涯学習大学講座〔全18回〕 要申込

ふるさと発見創造講座

60歳以上の人が参加できる講座です。「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。
内容

日程

松戸の昔を知り、かつて身近にあった生活を見
つめ直すことで、「ふるさと・まつど」の魅力を発
掘し、まつどの「ふるさと歳時記」を作ります。
その成果を伝え、継続して発展させる活動の企
画・運営を行います。

講師

開講式（市長、主催者挨拶）
基調講演「松戸市の広報活動について」

市広報広聴課職員

シニアのための健康長寿法

健康科学教育研究所代表・小林 英二氏

松戸の歴史と文化財〜中世を中心に〜

専修大学教授・湯浅治久氏

知っておきたい救急救命医療の現状

市立病院救命救急センター医師、市消防局職員

高めよう地域社会とのコミュニケーション力

未定

私のために家族のために今からできる終活

聖徳大学教授・長江曜子氏

9/18㈭

松戸の自然と緑化運動

10/2㈭

5/22㈭
6/5㈭
6/19㈭
7/3㈭
7/10㈭

〔全15回〕要申込
（まつどを編む）

内容

日程
5/28㈬

開校式・オリエンテーション・基調講演

6/4㈬

研究テーマを出しあう、グループづくり①

自然通信社・田中利勝氏、市みどりと花の課職員

6/11㈬

研究テーマを出しあう、グループづくり②

介護保険と松戸市の高齢保険福祉サービス

市介護保険課職員

6/18㈬

10/16㈭

防犯意識の高いシニアになるために
〜シニアを狙った犯罪や悪徳商法の最新手口と対策〜

松戸警察署生活安全課職員、
市消費生活課・消費生活相談員

6/25㈬

10/30㈭

宇宙を学び夢・希望をもとう
〜はやぶさを事例とした宇宙研究について〜

JAXA宇宙科学研究所教授・久保田孝氏

社会福祉制度について

未定

10/1㈬

口から食べられなくなったらどうしますか
〜特別養護老人ホームの現状とこれから〜

特別養護老人ホーム常勤医・石飛幸三氏

11/5㈬

人権とは何？（人権入門）

松戸人権擁護委員・野村義氏

新春落語〜事の始めは笑いより〜

落語家・三遊亭楽生氏

12/3㈬

1/22㈭

地球温暖化のメカニズムと私たちにもできる地球温暖化
対策

独立行政法人国立環境研究所地球環境研究セン
ター・広兼克憲氏

1/21㈬

2/12㈭

生活習慣病対策〜脳卒中・糖尿病・心臓病〜

新東京病院医師

1/28㈬

2/19㈭

積極的に参加しよう

NPO法人全国生涯学習まちづくり協会副理事
長・清水英男氏

9/4㈭

11/6㈭
11/20㈭
12/4㈭
1/8㈭

3/5㈭

7/9㈬

地域のコミュニティ活動と留意点

閉講式
修了記念コンサート〜皆で歌おう・楽しもう〜

8月23日㈯13時から

シルバー人材センター

17

18

10

27

24

18

30

25

25

30

また、スマートフォン用「松戸市防災マップアプリ」のダウンロードを開始しました。

基礎英文法と
やさしい英会話

5/13〜7/15の毎週火曜日

②

一から始める英会話演習

5/14〜7/16の毎週水曜日

③

高校英語で語学力アップ

5/16〜7/18の毎週金曜日

時間各13時15分〜14時45分 会場市民劇場他松
戸駅周辺 対象50歳以上の人 定員各先着15人
費用各10,000円（別途教材費）
申 4月22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

26

271

30

18

27

10

366

221

043
711
223

043

043

17

221

04

問 危機管理課☎366−7309
□

26

31

■大規模小売店舗の変更届出
の縦覧と意見書の提出

366

11

■緑の募金にご協力ください

20

森林整備などの緑化事業推進や
東日本大震災被災地域の緑化森林
整備等の支援に役立てています︒
期間４月 日㈮〜５月 日㈮
受付場所農政課・各支所
農政課☎ ・７３２８

■ 代の期日前投票立会人を
募集

20

15

30

①

市等からのお知らせ

24

30

366

27

日時

■平成 年度松戸市消費生活
モニター募集〜賢い消費者に

366

30

コース名

なるために〜
縦覧および意見書提出期限７月
活動内容研修会の参加や︑
意見・ ７日㈪ 対象店舗︵仮称︶オリン
ピック馬橋店 縦覧場所市商工振
要望の提出 任期平成 年３月
日 ま で︵ 再 任 あ り ︶ 応 募 資 格 市 興課
内在住の 歳以上で市の消費生活
市 商 工 振 興 課 ☎ ・ ６ ３ ７ ７︑
モニター未経験者 募集人数 人 県経営支援課☎ ・ ・２９３２
謝礼年１万８千円︵上限︶
４月 日㈬︹必着︺までに︑ハ ■ 職 場 の ト ラ ブ ル 解 決 を 無 料
ガ キ に 住 所・ 氏 名︵ ふ り が な ︶
・ でサポート
性別・年齢・電話番号・職業・加
解 雇 や い じ め な ど︑ 専 門 の 相
盟 団 体︵ 加 入 し て い る 人 の み ︶
・ 談員が電話や面談で対応しま
興味のある分野・応募動機を記入
す︒ 柏 総 合 労 働 相 談 コ ー ナ ー
して︑〒
８
‑ ５８８松戸市役所 ︵ 柏 労 働 基 準 監 督 署 内 ︶☎ ・
消 費 生 活 課 モ ニ タ ー 係︵ ☎ ・ ７ １ ６ ３・０ ２ ４ ６︑千 葉 労 働 局
総合労働相談コーナー☎ ・ ・
７３２９︶へ
２３０３ ※各平日の９時〜 時︒
千葉労働局総務部企画室☎ ・
・２３０３

30

12

要申込

中高年英語教室〔各全10回〕

■平成 年度普通救命講習会
応急手当の基礎コース

30 15

363

時間各10時30分〜12時30分 会場文化ホール他
講師聖徳大学生涯学習研究所所長・福留強氏他
対象市内在住の人（原則通年で参加できる人）
定員30人（抽選） 費用教材費等は実費

対象市内在住・在

市民劇場

16

閉校式（報告書提出・修了証授与）

※上記以外に班別活動日あり。

日程および会場４月 日㈬︑
月７日㈮︑平成 年１月 日㈯＝
五香消防署︑５月 日㈰︑９月
日㈭︑平成 年２月 日㈫＝小金
消 防 署︑ ６ 月 日 ㈫︑ 月 日
㈯︑ 月８日㈪＝消防局講堂 対
象市内在住・在勤で中学生以上の
人 定員各 人 ※修了証は当日
発行︒ ※上級救命講習会は︑７・
・３月に開催予定︒
４月 日㈬から︑電話で消防局
救急課☎ ・１１４５︵平日９時
〜 時︶へ

14

■認知症サポーター養成講座

25

11

30

応募資格松戸市の選挙人名簿に
登録されている 代の人︵性別・
職 業・ 経 験 不 問 ︶ 募 集 期 限 登 録
は随時募集中 ※６月 日㈰執行
予定の松戸市長選挙の従事希望者
は４月 日㈬までに申請︒ ※詳
細は︑市のホームページをご覧く
ださい︒
市選挙管理委員会事務局☎ ・
７３８６

20

10

■日本サクラソウ展

期間４月 日㈰〜 日㈮９時〜
時 会場金ケ作育苗圃︵新京成
常盤平駅下車︶
公益財団法人松戸みどりと花の
基金☎ ・９８４６

■ ５ 月 ３ 日 ㈷ 〜 ５ 日 ㈷ の 間︑
ごみ収集はお休みします

環境業務課☎ ・７３３３

345

４月 日㈬ 時〜 時 分︑５
月９日㈮ 時〜 時 分 会場市
民 会 館 内 容 認 知 症 の 症 状・ 原
因・対応・予防など 定員先着
人 費用無料
電話で高齢者支援課☎ ・
７３４３へ

■国民生活基礎調査を実施

４月下旬から調査員が伺います
ので︑ご協力をお願いします︒
対 象 地 区 上 本 郷︑ 常 盤 平 ４ 丁
目︑馬橋︑根木内︑松戸新田の各
一部
県 松 戸 健 康 福 祉 セ ン タ ー︵ 松
戸保健所︶総務企画課☎ ・
２１２１
366

15

2/18㈬

11

16

まつど歳時記 制作

2/4㈬

内容5分以内の英語スピーチ テーマ自由（意見や主張な
ど） 対象市内在住・在学の高校生 ※①〜④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・地域に
通算1年または継続して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学校へ通学した事
があるか、または通学している人③父母・祖父母に英語を公
用語とする国・地域の出身者がいる人④過去に同コンテスト
で入賞したことのある人 応募方法5月12日㈪〜6月19日㈭
〔必着〕に、所定の用紙にスピーチ原稿（書類審査あり）を
添えて、直接または郵送で〒271ー8588松戸市役所 公益
財団法人松戸市国際交流協会（京葉ガスＦ松戸第2ビル5階、
☎366ー7310）へ
※応募要領・用紙は同協会のホームページでダウンロードす
るか直接同協会へ。
※入賞者は、平成27年3月予定の姉妹都市派遣に優先的に参
加可能（費用負担あり）。

松戸市高校生
英語スピーチ
コンテストの
出場者を募集

361

会場

班ごとの現地調査、文献調査研究（自主活動）

11/12㈬

ピアニスト・竹内恵里氏
視覚障害者協会会長・稲葉いつ子氏

時間10時〜12時（開場9時30分）、5月22日のみ10時〜12時30分 会場市民劇場
勤の60歳以上の人 定員330人（抽選）
※講演会形式です。2回目以降の設営・受付等は、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場合があります。

第３３回

9/3㈬

4
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春の講座
共通
申込事項

対象市内在住・在勤・在学の人
費用記載のないものは無料
問 生涯学習推進課☎３６７−７８１０
□

生涯学習の
マスコット
「マナビィ」

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・ふりがな・年齢・電話番
□
号・返信用宛名を記入して、〒271−0092 松戸市松戸1307の1松戸ビルヂング4階 文化ホールへ
※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・駐輪場はありません。電車・バス等公共交通機関をご利用ください。

成人講座
（前期）要申込
講座名

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。
日程

会場

講師

① 音楽の広場〜合唱の楽しみ〔全9回〕

6/10、7/8、9/9、10/21、11/18、
市民劇場
12/16、1/20、2/10、3/10の
火曜日14:00〜16:00

声楽家・久保内百合子氏他

憲法のしくみ（裁判員裁判について）
② 〔全3回〕

6/13〜27の毎週金曜日
10:00〜12:00

ゆうまつど他

流通経済大学法学部准教授・
前田聡氏

③ 絵本の世界へようこそ〔全2回〕★

６/11㈬・25㈬10:00〜12:０0

ゆうまつど

東 京学芸大学非常勤講師・
福田孝子氏

④ 自分自身の衣食住をもう一度見直してみ
よう！！〔全3回〕★

6/17〜7/1の毎週火曜日10:00
〜12:00（6/24は13:00まで）

市民会館301
和室102

公益社団法人日本消費生活
アドバイザー他

6/20㈮・27㈮13:30〜15:30

文化ホール

江 戸川大学 社会学部 教 授・
福田一彦氏

6/6〜20の毎週金曜日
10:30〜12:00

文化ホール

サイエンスライター・
野口哲典氏

⑤

睡眠を科学して元気アップ 〜睡眠のメ
カニズムを学ぶ〜〔全2回〕

あなたは大丈夫？！生活の中の数学・科学
⑥ マジック（トラブルに巻きこまれない術）
〔全3回〕

「講座サポーター」
を募集
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
（生涯学習
大学およびふるさと発見創造講座では募集はあ
りません）
。
各講座2人まで。講座開始45分前に集合して
会場の設営や受付等の講座補助をお願いします。
なお講座サポーターをお願いできる人は、応募ハ
ガキに
「講座サポーター希望」
と記入してください。

市民自主企画講座

要申込

講座が終わった後も皆さんが学び続けるこ
と、そして学習の輪が広がることを応援して
います。そのため講座修了生のグループによ
る企画を支援し、より皆さんに身近なことや
松戸を知るための学習機会の充実を図ってい
ます。

ねぎぼうず・生涯学習推進課支援

●小林一茶生誕250周年・
松戸に所縁のある小林一茶について学ぶ
〔全2回〕
ゆかり

5月①15日㈭＝第2のふるさと松戸・流山時代②
29日㈭＝どう生きた信濃路の一茶 時間①10時
30分〜12時30分②9時30分〜11時30分（現
地） 会場文化ホール他 講師旅行作家・山本鉱
太郎氏 定員40人

⑦

働くあなたに〜色と香りの癒しの時間
夜間講座〔全3回〕

5/20・27、6/10の火曜日
18:40〜20:10

ゆうまつど

カラーコーディネーター・
岩井ますみ氏

⑧

アベノミクスの今後の動向と個人の対処
は？〔全3回〕

6/11〜25の毎週水曜日
14:00〜16:00

文化ホール

千葉県金融広報
アドバイザー

⑨

やってみ よう！ビ ブリオバトル（書 評 合
戦）！ 週末講座〔全2回〕

6/28㈯・7/5㈯
10:00〜12:30

文化ホール

ビ ブリオバトル普及委員会
委員・五十嵐孝浩氏

⑩ 自然と子どもとネイチャーゲーム週末講座
〔全2回〕
（大人と子どもがペアで遊ぶ）

5/18㈰・6/8㈰
10:00〜12:00

金ケ作自然
公園他

日本ネイチャ― ゲーム協会イ
ンストラクター・水上道子氏

しきじがっきゅう（識字学級）
（しょうがっ
⑪
こうていどのよみかきをならう）

じゅこうしゃとそうだんのうえ、
けってい

ぶんかほーる

しゃかいきょういくしどういん

松戸地名の会・生涯学習推進課支援

定員①300人②④⑤⑥⑧⑨30人③⑦20人⑩親子10組⑪1〜3人 費用①テキスト代実費④材料費実費⑦1,500
円（材料費） ※★は一時保育あり（要予約、1歳6カ月以上、おやつ代1回200円、希望者はハガキに子ども
の氏名（ふりがな）・生年月日・性別を記入して上記申し込み先へ）。

●『松戸の地名』に親しむ
小金街道および五香六実散策〔全3回〕
5月①21日㈬＝松戸の地名についての説明②28日
㈬＝小金街道散策しながら地名の足跡を探る③6
月4日㈬＝五香六実の地名について現地散策
時間10時〜12時 会場文化ホール他 講師松戸
地名の会メンバー 定員25人

地図を片手にぶらり旅・生涯学習推進課支援

市民大学講座

要申込

現代社会のさまざまな課題を取り上げ、地元大学とも連携しな
がら開催しています。

流通経済大学連携講座
●みちのくの人 齋藤茂吉
〜短歌を中心として〜〔全5回〕 親と子の社会学〜親が知らないこと、
日程
内容
子どもに知っておいてほしいこと〜〔全4回〕
5/13㈫

幼少期の茂吉

5/20㈫

上京、
「竹の里歌」との出会い 時間10時

日程

30分〜12
時30分
6/3㈫ 大正期と在欧時代
会場文化
6/10㈫ 「アララギ」から晩年まで
ホール
講師和洋女子大学名誉教授・川崎キヌ子氏
定員50人
5/27㈫

左千夫入門と『赤光』から

内容

5/24㈯ イマどきの子育て事情「育てる」こと、
「育つ」こと

松戸街道を往く・生涯学習推進課支援

5/31㈯ 子どもは親のどんな言葉に傷つくか

●松戸街道を往く〔全3回〕

6/7㈯ 親の世代とは変化しています〜現代キャリア・シューカツ事情〜
6/14㈯ 電話・ケータイ・スマホとコミュ二ケーション

時間10時〜11時30分 会場流通経済大学新松戸キャンパス
講師社会学部教授・八田正信氏他 定員60人

Windows7使用

日時 午前9時30分〜、午後13時30分〜
5/12㈪・13㈫・14㈬・15㈭午前

② Wordを使った文書作成講座

5/20㈫・21㈬・22㈭・23㈮午後

③ Excelを使った表計算講座

5/10㈯・17㈯両日とも午前・午後

（Excel経験者）
④ Excel応用講座

5/8㈭・9㈮両日とも午前・午後

（Excel経験者）
⑤ Excel活用講座

5/26㈪・27㈫・28㈬・29㈭午前

⑥ Access基礎講座
（Excelデータベース経験者）

5/1㈭・2㈮両日とも午前・午後

⑦ Power Point基礎講座

5/20㈫・21㈬・22㈭・23㈮午前

デジタル写真はがき講座
⑧
（Word経験者）

5/12㈪・13㈫・14㈬・15㈭午後

定員各先着10人 費用各12,000円
※パソコン講座は開始日程の7日前に受付人員が1人以下の場合
は中止。 ※受講費用の一部を助成する若年者職業訓練講座助成
金制度があります。詳細は電話で商工振興課☎711−6377へ。
※MOS Word2010対策講座、左官1・2級技能検定事前講座、
毒物劇物取扱者（一般）受験対策講座、日商簿記2級受験講座、
日曜大工講座などもあります。詳細はお問い合わせください。
申 直接同センター（松戸市小金原1の19の3、☎349−3200）へ
□
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15

16

20

366

134

366

30

20

10

278

20

27

30

704

10

12
15

095

50

844

852

10

防災行政用無線の放送内容が無料で電話確認できます（よいこの放送以外）。

18

11

■日本非核宣言自治体協議会

① 初めてのパソコン＆インターネット講座
（Windows）

5月①13日㈫＝浅間神社〜下矢切②27日㈫＝矢切
〜栗山〜国府台周辺③6月10日㈫＝国府台〜弘法
寺〜国分寺周辺
時間10時〜12時 会場現地 講師松戸街道を往
くメンバー 定員30人

■松戸市子ども・子育て会議

講座名

5月①22日㈭＝台地と平地の境を歩く②29日㈭＝
高田馬場から新宿まで③6月12日㈭＝古地図を用
いてまとめの話
時間①②10時〜12時③10時30分〜12時30分
会場文化ホール他 講師元社会教育指導員・藤沢
進三氏 定員25人

５月 日㈭ 時 分から 会場 ﹁親子記者事業﹂参加者募集
市役所議会棟３階特別委員会室
長崎で︑原爆や平和に関する取
傍聴定員先着 人︵当日開会 分 材を行います︒
８月８日㈮〜 日㈪ 対象市内
前まで受け付け︶
子育て支援課☎ ・７３４７
在住の小学４年生以上とその保護
者 募集人数９組 ※応募多数の
■ ３ 月 は 防 災 行 政 無 線 で ２件
場
合は抽選︑交通費・宿泊代など
の行方不明高齢者の探索を行
補
助あり︒
い︑全て発見されました
５月９日㈮︹消印有効︺までに︑
ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま し ハガキ︵同協議会のホームページ
た︒なお︑情報提供は最寄りの交 からでも応募可︶に︑住所・氏名
・性別・学年・小学校名・
番または警察署へお願いします︒ ︵ふりがな︶
電話番号・保護者名︵ふりがな︶
・
高齢者支援課☎ ・７３４３
性別・平和を願う一言メッセージ
■河川愛護モニターを募集
を記入して︑〒
８
‑ １１７長崎
嘱託期間７月１日㈫から２年間 市平野町７の８ 長崎市平和推進
内容江戸川・利根運河・坂川・中 課内 日本非核宣言自治体協議会
川・綾瀬川のいずれかの情報を月 事務局︵☎ ・ ・９９２３︶へ
１回以上報告 応募資格 歳以上
で河川愛護に関心があり︑河川か ■ ご み ツ ア ー︵ 市 内 清 掃 施 設
巡り︶
ら約５㎞以内の居住者
５ 月 日 ㈮ ま で に︑ 応 募 用 紙
５月 日㈫８時 分市役所地下
に 必 要 事 項 を 記 入 し て︑ 郵 送 ま 玄関集合︑ 時 分解散 対象市
た は Ｆ Ａ Ｘ・ Ｅ メ ー ル で 〒
‑ 内在住の人︵乳幼児不可︶ 定員先
国土交通 着 人 ※ 人未満は中止︒ 人
０００５野田市宮崎
以上の団体は随時︵希望日の２カ
省 江 戸 川 河 川 事 務 所 管 理 課︵
月前までに申し込み︶
︒ 費用無料
・７１２５・０６７９︑
︑
４月 日㈬までに︑電話で廃棄
edogaa50@ktr.mlit.go.jp
☎ ・７１２５・７３１９︶へ
物対策課☎ ・２０１０へ

松戸地域職業訓練センター
パソコン講座 要申込

●地図に学ぶ地域の歴史（Ⅱ）
〔全3回〕

0800−800−9366

●広報まつど 2014 年（平成 26 年）4 月15 日

私道の舗装・側溝敷設・
手すり設置の工事費を助成

使命に燃えるレスキュー魂

高度救助隊が発足！
問 消防局警防課警防担当☎363−1115
□

市では、近年多発する大規模地震災害などに迅速かつ的確に対応するため、中央
消防署に高度救助隊が発足しました。この隊は、人命救助について高度な教育を受
けた精鋭隊員がそろい、高度救助用資機材が配備されています。これまでの災害出
場に加え、負傷者が多数発生するような救助、救
急事案などの際に出場します。

受付期間5月1日㈭〜30日㈮ 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幅員が原則として4メートル以上②両端ま
たは一端が公道に接している③築造から5年以上経過している④5
世帯以上の住居が隣接している⑤工事に支障となる物件がない⑥
側溝敷設については、公道等の排水施設に接続が可能なこと ※
部分的な補修の申請はできません。 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
工事別地元負担額（概算）

舗装工事

工事種別

現況道路

両端が公道に
接する道路

一端が公道に
接する道路

表層（アスファルト）
＋路盤（砕石）

舗装

1,500円／㎡

2,100円／㎡

未舗装

1,200円／㎡

1,700円／㎡

コンクリート
側溝工事

あらゆる救助事案から市民の命を守るため、日々訓練しています

現地設計
7,200円／m

U字溝敷設（フタ付き）

※排水勾配が取れない場合等は現地設計となります
※現地の状況により、集水桝設置等別途費用がかかる場合があります
手すり工事（ステンレス）

partⅠ

13時〜13時40分、14時30分〜15時10分
13時40分 14時30分 15時1
4月19日㈯13時
戸定邸の座敷開きが行われた130年前の4月7日を記念して、新日本フィルハー
モニー交響楽団のメンバーたちによる金管五重奏をお楽しみください。
会場戸定邸表座敷棟 曲目ミュージカル「ウエストサイドストーリー」より、「とな
りのトトロ」メドレー他 費用戸定邸入館料
申 直接会場で
□
問 戸定歴史館☎362−2050
□
Ⓒ M.Okubo/NJP2010

服部孝也氏
（トランペット）

小貫誉氏
（トランペット）

井手詩朗氏
（ホルン）

奥村尚美氏
（トロンボーン）

古川信哉氏
（チューバ）

現地設計

※現地の状況により工事の可否、設計、金額の変更がありますの
でご相談ください。
問 建設総務課総務班☎366−7357
□

戸定アートプロジェクト2014

戸定邸落成130年コンサート

10,000円／m

文化財史跡めぐり

要申込

〜新緑まっさかりの文化財ツアー〜
5月14日㈬・15日㈭各9時20分市役所地下玄関集合、15時30分ご
ろ解散（バスで移動） コース市役所→戸定邸→柳原水閘→河原塚
古墳→博物館→本土寺他 対象市内在住・在勤の人 定員各16人
（抽選） 持ち物昼食他 費用無料 ※歩きやすい靴で参加を。
申 4月23日㈬〔必着〕までに、
□
往復ハガキに参加者全員（1枚
につき2人まで）の住所・氏
名・年齢・電話番号・希望日・
返信用宛名を記入して、〒271
−8588松戸市教育委員会 社
会教育課（☎366−7462）へ
すい こう

観 光協会推奨品

伊勢丹松戸店開店40周年

松戸市特産品フェアを開催！

が決定しました

開催期間

待って
まつどぉ

4月16日㈬〜22日㈫

伊勢丹松戸店では、期間中に推奨
品コーナーを設け、松戸の特産品・
観光施設などを紹介・販売していま
す。ぜひご来場ください。
問 松戸市観光協会事務局（文化観光
□
課内）☎366−7327
松戸さん™

市観光協会では、観光資源・観光施設・物産品
で優秀なものを推薦しています。今回27点（物
産24点、観光資源・観光施設3点）の推奨を決定
しました。地元松戸の優れた特産品・観光施設を
ぜひご利用ください。
物産品部門
推奨品名および品目

会員名および所在地

電話番号

ピーナッツサブレー（焼菓子）
戸定三楽（焼菓子）

㈱富井（五香）

矢切の渡し舟（和菓子）

㈲峰月（松戸）

362−2785

松戸そだち（和菓子）
松戸銘菓 葵の里（和菓子）

㈲栄泉堂 岡松（松戸）

362−2535

385−1031

東京ラスク プレミアム・
アマンドラスク（焼菓子）

㈱グランバー東京ラスク（下矢切）

367−5445

矢切どら焼き（生菓子）

㈲和菓子所 八矢庵（下矢切）

362−5909

極上かすてら（焼菓子）
マツドーナツ（焼菓子）

㈲プルミエ パティスリーマーサ（小金）

316−1234

千葉の梨ゼリー（生菓子）

㈱ポニー（下矢切）

364−7865

茄子のよいち漬（漬物）

㈾島村俊商店（松戸）

368−4141

玉三白玉粉松戸名産セット
（別製白玉粉）

川光物産㈱（根本）

362−2131

まとばつや甘納豆（甘納豆）
まとば小倉あん（甘納豆）

㈱的場製餡所（上本郷）

363−5255

うなぎの佃煮（佃煮）

三河屋（松戸）

推奨品名および品目

会員名および所在地

電話番号

徳川将軍珈琲（珈琲豆)

松戸シティガイド

389−1977

純米吟醸日本酒「戸定邸」
本格焼酎芋「戸定邸」
本格焼酎麦「戸定邸」(酒・本格焼酎)

㈱栗原酒販（岩瀬）

363−8315

戸定邸弁当（行楽弁当）

㈱しの田 割烹しの田（田中新田）

389−1919

まつどの梨（果実）

松戸市観光梨園組合連合会

366−7327

中條京子音楽事務所（栄町西）

368−4339

名作CD「野菊の墓」
(書籍CDブック）

ふみよみ書房（稔台）

368−4901

開運鳥（飾り、民芸品）

元禄まつど村（千駄堀）

341−8358

松戸小うた CD（音楽CD）
坂川小うた CD（音楽CD）

糸鋸工芸品市の鳥・花（工芸品）

おう か

Gallery逢花（馬橋）

341−0588

観光資源・観光施設部門

362−3130

名称および所在地

会員名

電話番号

元禄まつど村（千駄堀1010）

元禄まつど村

341−8358

松戸競輪場（上本郷594）

松戸公産㈱

363−5458

昭和の杜博物館（紙敷1377）

㈱吉岡建設工業

369−7870

6
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4月26日㈯〜6月8日㈰
〜6月8日
日㈰

家庭教育学級は、市内の各小学校に開設された子育
子育
てや家庭のことを学んでいく場です。保護者同士が学
年の枠を超えて交流したり、話し合ったりします。

毎週月曜日(祝・休日の場合は開館し、翌日休館)・第4金曜日は休館
休日の場合は開館
館し、翌日休館)・第4金曜日は休館

活動内容
各学級で年間テーマを決め、運営委員が中心となり
学習しています。
※各学級の学習内容は、「まつどまなびぃネット
（ http://www.matsudo-s-edu.jp/）」をご覧くだ
さい。

年度始めに各小学校で学級生
を募集しますが、それ以降も随
時入級することができます。詳
細は生涯学習推進課または各学
校の教頭先生へお問い合わせください。
※各学級の活動以外にも、教育委員会主催による、家
庭教育・子育てに関する講演会や研修会を行っていま
す。
問 生涯学習推進課☎367−7810、 mcsyogaigaku
□
shu@city.matsudo.chiba.jp

消費者月間教室
受講者募集 要申込

移動児童館☎387−3320
わくわく広場東部スポーツパーク毎週水

7

テーマ

日時

会場

講師

5/7㈬10:00〜11:30

ゆうまつど

②

母の日・プリザーブドフラワー
アレンジメント

5/9㈮10:00〜11:30

ゆうまつど

ロータスプリザーブド職員

③

乳製品調理

5/15㈭10:30〜13:30

京葉ガスF松戸第2ビル料理教室

日本乳業協会管理栄養士

④

工場見学
雪印メグミルク工場
キッコーマン
もの知りしょうゆ館

5/23㈮8:45〜15:00

8:45松戸市役所集合⇒バスで
野田の2工場見学⇒15:00ごろ
松戸市役所着

牛乳・醤油工場職員

⑤

〜落語と事例で学ぶ〜
「悪質商法にはもうだまされない！」 5/28㈬10:00〜12:30

勤労会館

真打・山遊亭金太郎氏
弁護士・及川智志氏

千葉県警察音楽隊＆カラーガード隊
森のホール21コンサート 観覧者を募集

6月1日㈰14時から

投影日4月26日〜6月29
投影日4月26日〜6月29日の毎週土・日曜日、祝日
投影
（5月5日を除く） 投影時間①各10時30分（文字解
説付き）、15時30分開始（1回約40分）②各13時30
分、14時30分開始（1回約20分） 定員各先着80人
費用中学生以下無料、大人50円
申 投影開始30分前から同館（☎368−1237）2階で
□
受け付け

わくわく広場(わんぱく組)毎週水曜日（7
日を除く）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（23日を除く）
10時30分〜11時
あそぼう会毎週火曜日16時〜16時45分
内容ストーンペインティング 対象主に
小学生
中高生の広場（TAPS）毎週土曜日（3日
を除く）17時〜19時 内容ジャストダ
ンス大会他
卓球広場10日㈯14時〜16時 対象小・
中学生
あそび広場17日㈯・24日㈯・31日㈯各
15時〜16時 内容ゲーム大会他 対象
主に小学生

◆歌川広重画
「不二三十六景 下総鴻の台」
（嘉永５年、1852年）
◆歌川広重画
「冨士三十六景 下総小金原」
（安政５年、1858年）
◆歌川広重画
「名所江戸百景」
（安政３〜５年、1856〜1858年）
（復刻版）
「日本橋雪晴」
「市中繁栄七夕祭」
「水道橋駿河台」
◆歌川広重画
「東海道五拾三次之内」
（天保４年、1833年）
（復刻版）
「川崎 六郷渡舟」 「原 朝之冨士」
「吉原 左冨士」
「由井 薩埵嶺」
など約30点を展示

初めての
「らくらくスマートフォン」

①新番組「火星」
①新番
②キッ
②キッズ＆ジュニアアワー
「かみのけ座のおはなし」
「かみ

常盤平児童福祉館☎387−3320

江戸時代の錦絵にはどこかに「富士山」が描き込まれている作品
があります。歌川広重の「冨士三十六景 下総小金原」や国府台な
ど松戸の近隣を題材とした錦絵もその一つです。今回の館蔵資料展
では、こうした富士山が描かれた錦絵資料を展示します。江戸時代
の富士山について理解を深め、世界文化遺産となった富士山が描か
れた錦絵をご覧ください。

①

（NAOKO SPAC
SPACE PLANETARIUM）

5月

無料

NTTドコモ
あんしんインストラクター

市民会館プラネタリウム室
市民会館プラ
5・6月

費用

問 博物館☎384−8181
□

№

定員各先着①20人
②32人③30人④26
人⑤60人 ※②は
一時保育あり（要予
約、1歳10カ月以上
未就学児、おやつ代 プリザーブドフラワー（イメージ）
200円）。 持ち物筆記用具③エプロン・三角
巾・布巾④弁当 費用①③④⑤無料②3,000円
申 電話で消費生活課☎366−7329へ
□

市立博物館企画展示室
物館企画展示室

不二三十六景 下総鴻の台

家庭教育学級に入るには

会場

冨士三十六景 下総小金原

「家庭教育学級」
を知っていますか？

会場

要申込

森のホール21・大ホール

費用
無料

警察音楽隊ならではの力強い演奏と、華麗な演技をお楽しみください。
申 5月6日㉁〔必着〕までに、往復ハガキ（私製を除く）の〈往信用裏面〉に
□
郵便番号・住所・氏名・電話番号を、〈返信用表面〉に郵便番号・住所・氏
名を記入して、〒270−2252松戸市千駄堀646の4 公益財団法人松戸市文
化振興財団「千葉県警察音楽隊 森のホール21コンサート」観覧係へ
※当選者には入場整理券1枚（2人まで入場可）を5月14日ごろに発送予定。
※入場整理券は1歳以上から必要。
問 森のホール21☎384−5050（9時〜22時、月曜日休館）
□

曲目

2014年度全日
本吹奏楽コン
クール課題曲よ
り、NHK大河
ドラマ「軍師官
兵衛」メイン・
テーマ、
「となり
のトトロ 」High
lights他

※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。

曜日（7日を除く）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
あそぼう会古ケ崎市民センター毎週火曜
日（6日を除く）15時〜17時 柿ノ木台
公園体育館毎週水曜日（7日を除く）15
時15分〜16時45分 小金北市民セン
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
内容ストーンペインティング他 対象小
学生

根木内こども館☎315−2985
ひょうたんの会13日㈫11時15分〜12時
内容手遊びとお話 対象乳幼児と保護者
工作くらぶ17日㈯13時〜16時 対象小
学生以上

卓球で遊ぼう24日㈯13時〜16時30分
対象小学生以上

野菊野こども館☎331−1144
のぎっこひろば11日㈰13時30分〜15時
内容公園で遊ぶ 対象幼児と保護者、小
学生
中高生タイム①10日㈯②17日㈯③24日
㈯各18時〜19時30分④31日㈯17時〜
20時 内容①④フリータイム②野菊野食
堂③野菊野塾 対象中学・高校生
容
おやこDE広場7日㈬11時〜12時 内容
て広
広
ようこそおやこDE広場へ 対象初めて広
場を利用する乳幼児と保護者
森のこども館3日㈷
10時〜16時 会場
21世紀の森と広場
内森の工芸館 ※
内容は1ページをご
覧ください。

要申込

5月①15日㈭②22日㈭各10
時〜11時30分 会場柿ノ木
台公園体育館 内容①おしゃ
べりタイムとふれあい遊び②
お母さんとお子さんのための
フィットネス 対象妊婦およ
び未就園児の子と保護者 定
員先着20組 持ち物②ヨガ
マットまたはバスタオル 費
用無料
申 電話でCM
□
電話でCMS子育て支援セン
S子育て支援セン
ター☎394−5590（平日8時
ター☎394−
−5590（
（平日
平日8時
30分〜17時）へ
30分〜
30分
30
分 17時）
）へ
）
へ
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1回

平成25年4月1日より接種年齢が拡大

4回

平成24年11月より定期接種となりまし
た。ＤＰＴとポリオを接種した人は不要

ジフテリア・百日せき・
破傷風混合
（ＤＰＴ）

生後３カ月〜
７歳６カ月未満

４回

不活化ポリオ
（Ｉ
ＰＶ）

生後３カ月〜
７歳６カ月未満

4回

1歳未満

日本脳炎
ジフテリア・破傷風混合
（ＤＴ）
ヒトパピローマウイルス
感染症
（子宮頸がん）
予防ワクチン

電話番号
308−5546
367−4970
364−9976
330−2300
364−2071
366−1585
308−3008
362−4148
362−1825
368−0081
308−6666
366−3933
361−7900
703−1112
363−6286
364−1681
364−1300
368−0345
364−0979
367−2131

医療機関名
市場医院
守岡小児科医院
八ケ崎医院
八ケ崎 山下クリニック
津田内科クリニック
わたき小児科
脇坂内科クリニック
恩田メディカルクリニック
わざクリニック
馬橋クリニック
武井小児科
新松戸中央総合病院
新松戸ハートクリニック
とくいずみ医院
あおぞら診療所新松戸
けやきトータルクリニック
おのクリニック
まなべクリニック
平岡クリニック
平敷産婦人科医院
森内科クリニック
熊谷内科
大谷口医院

電話番号
342−1069
342−1077
341−5118
702−7858
312−1971
341−8181
700−5572
341−1265
309−1177
703−7215
344−6360
345−1111
374−4810
345−6000
309−7200
309−2299
341−2011
703−7222
701−5555
345−8758
346−1818
345−3333
341−1125

平成２４年９月より生ポリオから不活化
ポリオに切り替わりました。生ポリオを２
回接種した人は不要

1回

接種期間：4月１日〜平成27年3月31日
特例対象者
（平成７年4月2日〜平成19
年4月１日生まれの人）
は20歳になるま
で接種可能

３回

第２期9〜13歳未満
第2期11〜13歳未
満

1回
1回

小 学６年 生 〜 高 校１
年生に相当する年齢
の女子（平成10年4
月2日〜平成15年4
月1日生まれの女性）

馬橋・新松戸地区

第１期
３〜７歳６カ月未満

医療機関名
島村トータル・ケア・クリニック
まるやまこどもクリニック
田代外科医院
稔台斎藤クリニック
岡産婦人科稔台クリニック
稔台整形外科クリニック
クリニックソワニエ
松戸クリニック
奥隅医院
西川内科医院
とちき内科循環器科
内田耳鼻咽喉科医院
丸山内科医院
オーククリニックフォーミズ病院
竹下医院
青木内科
柳澤医院
内藤医院
高木クリニック
石島医院

1回

第１期1〜２歳未満
第2期６歳になる年度（平
麻しん・風しん混合
（ＭＲ）
成 2 0 年 4 月2日〜 平 成
21年4月1日生まれの人）

※接種後に持続的な痛みを訴える副反
応が報告されているため平成２５年６月
１４日より積極的な接種勧奨は差し控え
ています。

3回

※予防接種を受ける際は、予診票・健康保険証・母子健康手帳・子ども医療費助成受給券(中
学３年生まで)をお持ちください。
※それぞれのワクチンにある決められた接種間隔を守って接種してください。

ゴールデンウイークの 応急歯科診療所
診療時間

9時〜17時（13時〜14時を除く）

日程

診療所名

4/29㈷

住所

電話番号

あんびる歯科医院

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3階

704−5150

植田歯科クリニック

和名ケ谷1428の3

392−5665

5/3㈷

医療機関名
はらだ小児科
斉藤内科・心療内科クリニック
小泉産婦人科医院
大久保医院
内科小児科 岡田医院
山本病院
工藤医院
伊藤医院
タカハシクリニック
菊池医院
市川医院
きのわきクリニック
湯原産婦人科医院
小金原診療所
富岡産婦人科医院
黒澤外科胃腸科医院
山口内科クリニック
髙江医院

電話番号
340−6767
346−6655
342−1071
342−1076
341−0816
341−3191
342−3207
341−1368
394−2211
343−4568
343−1260
309−5515
341−6185
341−1131
342−1078
341−2007
340−5888
341−3286

医療機関名
皆川医院
柿の木台クリニック
とちの樹メディカル
クリニック
矢切クリニック
高塚団地診療所
東松戸クリニック
加賀谷正クリニック
秋山ハートクリニック

電話番号
368−2341
308−6671

五香六実地区

生後２カ月〜５歳未満 4回まで 接種開始年齢により回数が異なる

ジフテリア・百日せき・
生後３カ月〜
破傷風・不活化ポリオ混合
７歳６カ月未満
（ＤＰＴ−Ｉ
ＰＶ）

電話番号
362−2322
331−0143
362−2680
362−3136
362−2531
308−3338
330−1301
362−3105

医療機関名
すずき整形外科クリニック
米沢医院
六高台内科胃腸科クリニック
横関医院
西村クリニック
永田小児科医院
奥田整形外科

電話番号
387−1611
387−5550
385−2251
387−2027
311−7711
383−1500
311−8010

小金・小金原地区

予防接種名
対象年齢
回数
注意事項
Hib(ヒブ)感染症ワクチン 生後２カ月〜５歳未満 ４回まで 接種開始年齢により回数が異なる
小児の肺炎球菌感染症
ワクチン
ＢＣＧ

医療機関名
平野医院
松戸タワークリニック
内科・眼科・小児科
中山こどもクリニック
森田医院
ほっち医院
上野整形外科
林こどもクリニック
栗原医院

八柱・常盤平地区

明第1・第2地区

定期予防接種対象年齢と受け方の注意

電話番号
394−0600
387−5556

予防接種実施
医療機関一覧

松戸地区

医療機関によっては実施していない予防接種もあるため、各医療機関に確認
し、予約してください。
接種の際は、再度、子どもの年齢と予防接種が受けられる有効期間等を確認
し、予防接種を受けましょう。対象年齢や接種期間を過ぎると無料で受けるこ
とができません。また、紛失や転入等の理由で予診票をお持ちでない人は、以
下のいずれかの方法でお申し込みください。
①健康推進課（中央保健福祉センター3階）に直接申し込み（即日発行）②各
支所の市民健康相談室で申し込み（後日郵送）③ハガキにて、下記事項を記載
して申し込み（後日郵送） ※①②は母子健康手帳を持参。
ハガキ記入要領
（宛先）〒271−0072松戸市竹ケ花74の3中央保健福祉センター内 健康推
進課予防衛生班（裏）今まで受けた全ての予防接種と受けた日付・郵便番号・
住所・保護者の氏名・子どもの氏名・生年月日・電話番号を記入
※市が委託している市川・柏・流山・鎌ケ谷市の医療機関でも接種可能。
※県内（市外）にかかりつけ医がいる人や、やむを得ない事情により市内で予
防接種を受けることができない人は、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事
業」に参加している県内の医療機関でも定期予防接種が可能です。
※詳細は、健康推進課予防衛生班にお問い合わせください。
問 同課予防衛生班☎366−7484
□

医療機関名
どうたれ内科診療所
秋山クリニック
若葉ファミリー常盤平駅前
内科クリニック
たつみこどもクリニック
森医院
皆春堂かおり小児科
塩川小児科医院
久保田医院
池亀小児科医院
千葉西総合病院
宇野医院
三井クリニック
足立中央クリニック
上原こどもクリニック
市川こどもクリニック
宮前クリニック
後藤医院
岡村胃腸科外科
牧の原クリニック
ジュノ・ヴェスタクリニック八田

東部・矢切地区

平成26年度 予防接種実施のお知らせ

316−2200
703−9780
387−7132
311−2500
387−2756
387−5454
387−7742
384−8111
386−4822
392−1013
386−0088
311−3131
383−2312
311−1666
384−7471
384−3667
389−8311
385−3281

330−8227
394−8850
392−6751
392−9911
312−7707
330−9911

※受診する際は、あらかじめ各医療機関へ確認して
ください。
問 地域医療課☎366−7771
□
日程
5/4㈷

住所

電話番号

あらき歯科クリニック

診療所名

西馬橋蔵元町6 飯島ビル2階202号

309−2610

長島歯科医院

下矢切153

363−3321

歯科

牧の原1の89

388−4182

六高台7の59

387−6455

牧の原

5/5㈷
橋本歯科医院

常盤平5の13の8

救急医療体制
問

夜間小児急病センター 上本郷4005
みのり台

◆テレホン案内サービス
☎366−0010
〔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
※当日案内への切り替えを毎朝８時45分
〜９時の間に実施。

◆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

上本郷駅

市立病院

松戸

●神社
●神社

国道6号

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
上本郷

税務署

柏

金町

国道6号

中央保健福祉
センター

線

障がい者
差別相談

市役所
東口

※電話番号の掛け間違いにご注意ください。

松戸駅
北松戸

相談名（原則予約制）
日時
電話（予約不要）
5/29㈭9:00〜14:30
不妊相談
来所
5/13㈫13:00〜15:00
思春期相談
5/12㈪14:00〜17:00
精神保健福祉相談
5/19㈪14:00〜16:00
酒害相談
5/15㈭14:00〜16:30
即日検査
5/20㈫13:30〜14:30
夜間検査
5/20㈫17:30〜19:00
エイズ検査
※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
※予約受け付けは各検査日の1週間前から
DV相談

成

衛生会館

松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談

東葛飾合同庁舎

新 京

◆休日土曜日夜間歯科診療所
☎365−3430 衛生会館2階
20時〜23時

新京成線

松戸新田駅

夜間小児
急病センター

馬橋

なおい歯科医院

384−7266

JR常磐線

金町

電話（予約不要）
来所
電話（予約不要）
来所

予約・問い合わせ

☎361−2138

☎361−2139

月〜金曜日 9:00〜17:00

☎361−6651

月・火・木・金曜日
9:00〜17:00

☎361−2346
367−7554

会場同センター
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平成26年度

各種健(検)診のお知らせ

健
（検）
診の登録 成人歯科健康診査以外の健（検）診は、登録制です。受診の際は共通受診券を忘れずにお
持ちください。健
（検）
診を希望する人で、登録が済んでない人は、健康推進課に電話または市役所本庁・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。※松戸市国民健康保険加入者（40〜75歳の誕生日前日まで）は、別に胃がん検診の登録が必要です。

各種健康診査一覧

対象者

特定健康診査

40〜75歳の誕生日前日までの
松戸市国民健康保険加入者
集団

後期高齢者健康診査

75歳の誕生日から（65〜74
歳の一定の障がい者も含む）

委託医療機関で随時

6/2㈪ 小金保健福祉センター
国民健康保険課
☎366−1121

7/10㈭ 新松戸市民センター

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歳の人
②41歳以上で過去に未検査の人
※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歳の人 ★妊婦を除く

委託医療機関で随時

9/30㈫ 東部スポーツパーク

委託医療機関で随時

10/1㈬ 新松戸市民センター

委託医療機関で随時

10/15㈬ 六実市民センター別館
11/4㈫ 中央保健福祉センター
11/6㈭ 小金保健福祉センター

委託医療機関で随時

40歳以上の人

11/10㈪ 常盤平保健福祉センター
（ふれあい２２ ２階）

右表集団日程表①で実施

11/18㈫ 六実市民センター別館

委託医療機関で随時

12/9㈫ 新松戸市民センター
1/6㈫ 小金保健福祉センター

右表集団日程表②で実施

HPV検査(子宮頸がん検診
と同時に実施) 昭和58年4
月2日〜59年4月1日生ま
れ、昭和53年4月2日〜54
年4月1日生まれの希望者

35〜39歳の女性

集団

40歳以上の女性

1/28㈬ 中央保健福祉センター
2/25㈬ 常盤平保健福祉センター
（ふれあい２２ ２階）

30歳以上の女性
乳がん検診

9/4㈭ 小金保健福祉センター
9/29㈪ 常盤平保健福祉センター
（ふれあい２２ ２階）

右表集団日程表①で実施

20歳以上の女性

子宮頸がん検診

7/25㈮ 常盤平保健福祉センター
（ふれあい２２ ２階）
9/3㈬ 中央保健福祉センター

40歳以上の生活保護世帯の人

大腸がん検診

委託医療機関で随時
（子宮頸がん検診と同時実施）

※大腸がんの検体提出日程は、市のホームペー
ジをご覧いただくか、検体容器の配布時にお知
らせします。

委託医療機関で随時（視診・触診）

②子宮頸がん検診 ◇対象年齢 ２０歳以上の

5〜7月 ※要電話申し込み。昨年度受診者は申し エコー検査
10〜2月 込み不要。
マンモグラフィ検査

※35歳以上の人は､委託医療機関または集団のどちらかを選択｡両方の受診はできません｡
40歳以上の人

胃がん検診
骨粗しょう症検診
成人歯科健康診査

集団

35･40･45･50･55･60･65･
70歳の女性

集団

9〜3月
10月

登録済の人には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。

実施会場

5/10㈯ 東部スポーツパーク
6/11㈬ 中央保健福祉センター
7/12㈯

定員
80人
160人

常盤平保健福祉センター
160人
（ふれあい22 2階）

8/10㈰ 小金保健福祉センター

160人

9/6㈯ 中央保健福祉センター

160人

9/24㈬ 六実市民センター別館

120人

10/12㈰

常盤平保健福祉センター
160人
（ふれあい22 2階）

10/31㈮ 東部スポーツパーク

日程

実施会場

11/15㈯ 六実市民センター別館
11/25㈫ 小金保健福祉センター
12/7㈰ 東部スポーツパーク

実施会場

5/15㈭

常盤平保健福祉センター
（ふれあい２２ ２階）

5/16㈮

新松戸市民センター

5/19㈪

小金保健福祉センター

5/20㈫

六実市民センター別館

5/21㈬

東部スポーツパーク

5/22㈭

常盤平保健福祉センター
（ふれあい２２ ２階）

定員

5/30㈮

小金保健福祉センター

120人

6/17㈫

中央保健福祉センター

160人

6/23㈪

常盤平保健福祉センター
（ふれあい２２ ２階）

7/22㈫

中央保健福祉センター

1/23㈮

中央保健福祉センター

1/27㈫

六実市民センター別館

委託医療機関で随時

日程

日程

中央保健福祉センター

要申込

受付時間各9時30分、10時30分、11
時30分 対象40 〜75歳誕生日前日ま
での松戸市国民健康保険加入者
申 健診日の2週間前までに、電話で国
□
民健康保険課☎366−1121へ（定員
になり次第締め切り） ※胸部レントゲ
ン等がん検診や肝炎ウイルス検診は同
時に実施しません。（がん検診等と同
時受診希望の人は、委託医療機関の
特定健康診査をご利用ください。
） ※
申し込みのない人は直接会場に来ても
受診できません。

女性(スカート着用または持参してください。
）
受付時間各9時30分〜11時、13時30分〜15時
※午前中の定員が２００人に達し次第、午後への
ご案内になります。
5/12㈪

申し込み制
後日広報まつどでお知らせする予定です。

20歳以上の人

特定健康診査集団日程

6/9㈪ 中央保健福祉センター
6/19㈭ 東部スポーツパーク
7/1㈫ 六実市民センター別館

生活保護健康診査

40歳以上の人

実施会場

5/26㈪ 常盤平保健福祉センター
（ふれあい２２ ２階）

別表「特定健康診査集団日程」で実施、要申し込み
申 電話で国民健康保険課へ
□

特定健康診査・後期高齢者健康診査の対象者が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。詳細はお問い合わせください。

肺がん検診(結核住民
健康診断)

受付時間各9時30分〜11時

5/13㈫ 新松戸市民センター

委託医療機関で随時

個別

①肺がん検診（結核住民健康診断）
・大腸
がん検診 ◇対象 ４０歳以上の人

4/24㈭ 中央保健福祉センター

受診方法･期間（4月〜平成27年3月実施）
個別

がん検診集団日程一覧表

日程

★委託医療機関は受診券同封のお知らせに記載しています

健（検）診種類

問 健康推進課☎366−7487
□

80人

1/25㈰ 六実市民センター別館

120人

2/7㈯ 小金保健福祉センター

160人

1/29㈭

小金保健福祉センター

常盤平保健福祉センター
160人
2/27㈮
（ふれあい22 2階）

1/30㈮

常盤平保健福祉センター
（ふれあい２２ ２階）

2/18㈬

常盤平保健福祉センター
（ふれあい２２ ２階）

2/19㈭

新松戸市民センター

2/24㈫

中央保健福祉センター

3/8㈰ 中央保健福祉センター

80人

160人

※共通受診券をお持ちください（予約不要）
。

376
たん

のう

健康診断 人間ドックで胆嚢ポリープと言われたことはありませんか?
胆嚢の内膜にできる粘膜の盛り上がりを胆嚢
ポリープと言います。健診や人間ドックでの超
音波検査の普及に伴い発見率は高まっており、
その頻度は5 〜10パーセントです。良性のもの
がほとんどですが、大きくなるとがんの可能性
が高くなるので注意が必要です。
胆嚢ポリープには、潰瘍性のポリープと非潰
瘍性のポリープがあります。
潰瘍性のポリープは、胆嚢の内膜の粘膜細胞
が増殖してできます。良性（腺腫せんしゅ）と
悪性（がん）がありますが、これらができる原
因はわかっていません。
一方、非潰瘍性のポリープにはコレステロー
ルポリープなどがあります。コレステロールポ
リープは、胆汁中のコレステロール成分が胆嚢
粘膜に沈着してでき、これはがんになることは

9

ありません。
胆嚢ポリープは、ほとんどの場合、症状が現
れることはありません。ただし、腫瘍性のポリー
プでがん化して大きくなった場合には、鈍痛や
体重減少など胆嚢がんの症状が出ることがあり
ます。
（検査と診断）
腹部超音波検査で、ポリープの大きさや数、形
を調べます。ポリープの大きさが10ミリメートル
以下で数が多い場合には、コレステロールポリー
プの可能性が高くなります。反対に、大きさが10
ミリメートル以上で、ポリープの茎が太く、盛り上
がりの少ない形はがんの疑いがあります。精密検
査としては、造影ＣＴや超音波内視鏡検査を行い
ます。胆嚢内の組織検査については極めて難しく、

一般的には行われていないのが現状です。
5ミリメートル以下の胆嚢ポリープは1年ごと、
6 〜10ミリメートルの胆嚢ポリープは6カ月ごと
に超音波検査を行って、大きくなっていないかな
ど、がん化の兆候を定期的に確認します。10ミリ
メートルを超えるものは、超音波内視鏡などで精
密検査を行います。明らかに良性と診断された場
合は経過を観察しますが、がんが否定できない場
合には、胆嚢摘出術を行います。健康診断などで
胆嚢ポリープと診断されたら、ポリープの大きさ
や形に応じて定期的な超音波検査が必要です。詳
しくはかかりつけ医、消化器病専門医にご相談く
ださい。
松戸市医師会
http://www.matsudo-med.or.jp/
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市役所の仕事をもっと身近に

をご利用ください

市政に関する理解・関心を深めていただくため、市民の皆さんに対して市
の事業や業務を直接説明しています。市で用意したメニュー（下表）の中か
ら聞きたいものを選んでいただき、皆さんのご希望の日・ご希望の場所へ市
の職員が伺います（都合によりご希望に沿えない場合があります）。詳細
は、直接各担当課にお問い合わせください。
お願いと注意点

●営利目的等、講座の実施目的に反する場合は利用でき

ません。●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。●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。●未成年者のみのグループ等での申し込みは、保護者の同
席または承諾が必要です。

◆利用条件…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
◆開催時間…9時〜21時の間の2時間以内（年末年始を除く）
◆開催場所…市内限定（会場の手配や通知等は主催者側でお願いします）
◆費用等…無料（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）
◆申し込み…講座開催を希望する日の1カ月前までに、直接または電話で講座
を担当する課へ聞きたい内容・時間・会場等を具体的に相談してください。
開催可能かどうかを判断し、後日結果を連絡します
◆一時保育…1歳6カ月〜小学2年生のお子さんのお預かり（有償）について
は、男女共同参画課（☎364−8778）へお問い合わせください
問 広報広聴
広報広聴課（広報担当）☎366−7320
（広報担当）
□

パートナー講座
（出前）
メニューの概要
分類

講座名

担当課

市役所の仕事って／見つめ直そう市役
所の事業〜行政経営の取り組み〜／松 行政経営課
戸市もったいない運動の推進
市政

防災
防犯
災害
税
保険
年金

子育て
教育

情報公開制度について
「松戸市総合計画」
について
広報まつどのできるまで
広聴の役割
松戸市の財政事情
地震災害に対する備え 昨年度人気1位
地域の防犯対策について
わが家の耐震対策
市民税の豆知識

国民健康保険・後期高齢者医療制度につ
国民健康保険課
いて
国民年金課
国民年金制度について

☎366−7311
☎366−7107
☎366−7072
☎366−7320
☎366−1162
☎366−7076
☎366−7309
☎366−7285
☎366−7368
☎366−7322

申し込み先

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 市所蔵美術作品について

社会教育課

☎366−7462

手軽に楽しめるスポーツ紹介
戸定歴史館の施設・活動案内

スポーツ課
戸定歴史館

☎703−0601
☎362−2050

市立博物館

☎384−8181

消費生活課
環境保全課
住宅政策課

☎366−7329
☎366−7336

博物館に行ってみよう！／松戸の歴史を
学ぼう
消費生活センターはこんなところ
地域猫活動の取り組みについて 新規
松戸市住生活基本計画について

水道事業
（市営水道）
について

☎341−0430

☎366−7347

松戸市の青少年教育について／松戸市
生涯学習推進課
の公民館活動

☎367−7810

環境

☎366−7485

喫煙と肺がんおよび肺気腫について
新規 ／心臓外科医が勧めるアンチ・エ 市立病院地域連携課
イジング 新規

☎363−2171

松戸市地域福祉計画について／民生委
地域福祉課
員制度について

☎366−3019

高齢者の生活を支える介護・福祉制度
介護保険課
について
昨年度人気 2 位

☎366−7067

水道部工務課／総務課

「もったいない」
からはじめよう！〜エコ
上手は節約上手。省エネの方法教えま 環境政策課
す。〜／つくろう！みどりのカーテン

☎366−7089

市内の大気汚染･騒音状況を説明しま
す！／市内の河川の水質状況を説明しま 環境保全課
す！

☎366−7337

減らそうごみ〜できることからはじめよ
廃棄物対策課
う〜
家庭ごみの分け方･出し方について
環境業務課
建築協定で住みよい街づくり
建築指導課

☎365−5115
☎366−7461
☎703−5855
☎704−0055

ゲートキーパー養成研修／禁煙成功へ
の道〜あなたと大切な人のために〜／ 健康推進課
生活習慣病の予防について／乳幼児
の予防接種／健康松戸21について

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

くらし

担当課

☎366−7352

元気に長生き健康寿命を目指して〜い 福祉医療センター東松戸病院保
健福祉医療局保健福祉医療室 ☎391−5500
つまでも自分の脚で歩けるように〜

福祉

スポーツ
文化
歴史

講座名

☎366−7366

子ども子育て支援新制度について 新規
子育て支援課
／松戸市の子育て支援について

地域支援事業について／認知症サポー
高齢者支援課
昨年度人気 3位
ター養成講座
障害福祉課
障害者福祉について

分類

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

☎366−5180

図書館
教育研究所
病院事業建設事務局
健康福祉政策課

※内容等は各担当課・各支所等にあるパンフレットまたは市のホームページ参照。

☎366−7307

親のための性教育／早寝・早起き・朝ご
子ども家庭相談課
／乳幼児の
はん
（乳幼児の生活リズム）
母子保健担当室
事故防止

子どもの本の選び方について
障害のあるお子さんの就学について
新病院の概要について
松戸市食育推進計画について

病院
健康

総務課情報公開担当室
政策推進課
広報広聴課（広報担当）
広報広聴課（広聴担当）
財政課
危機管理課
市民安全課
建築指導課
市民税課

申し込み先

協働のまちづくりについて／町名地番整
市民自治課
備でわかりやすい街づくり
街づくり

活用しよう！
「地区計画制度」
／松戸の
「景
観」
地域で育てる公園
道路整備について
男女共同参画社会について
人権
男女共同参画 身近な人権講座
選挙ってなあに？／暮らしの中の選挙
選挙
松戸市議会のしくみ
議会
指定管理者ってなんだろう

☎366−7318
☎366−7372

公園緑地課
建設総務課
男女共同参画課
行政経営課
選挙管理委員会事務局
議会事務局庶務課
行政経営課

☎366−7380
☎366−7357
☎364−8778
☎366−7311
☎366−7386
☎366−7381
☎366−7311

☎366−7348

松戸市の観光／姉妹都市ホワイトホース 文化観光課
市ってどんなところ？
松戸の農業はガンバッテいます
農政課
松戸市の放射能対策について
放射能対策課

☎383−0022

松戸の緑と花／松戸の緑の現状と課題
／緑の基本計画について

☎366−7343

☎366−7333
☎366−7368

都市計画課

町会・自治会法人化
（認可地縁団体）
につ
市民自治課
いて
その他

☎704−2010

みどりと花の課

☎366−7318
☎366−7327
☎366−7328
☎704−3994
☎366−7378

※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。

松戸太極拳（楊式・カンフー）
毎週日曜日9時〜12時
馬橋市民セン
ター
小学生以上
先 着20人
月
佐藤☎345
2,500円（入会金2,000円）
−9508
上本郷サッカークラブ
毎週土・日曜日、祝日13時〜17時
上
園児・小学生
園児無
本郷小学校他
料、低学年月2,000円、高学年月2,500円（入
会金1,800円）
原☎090−8317−7166
さくらんぼ親子体操
毎 月 第2・4金 曜 日10時30分 〜11時30
樋野口青少年会館
2歳〜未就園
分
児
月1,200円（入会金1,100円）
野
矢☎090−2441−5745
松戸歌会（短歌の創作と合評）
毎月第1土曜日12時〜16時
六実市民
年4,000円・月600円（入会金
センター
なし）
秋山☎090−9850−6478

八柱サンジュニアーズ（少年軟式野球）
毎週土・日曜日、祝日8時〜17時の間の数
時間
河原塚小学校他
月2,000円（入
物江☎386−6685
会金なし）
和装サークル（キモノの着付け）
月2回程度金曜日10時〜12時
東部ス
1回1,000円（ 入 会 金 な
ポーツパーク
中林☎090−8519−2456
し）
NPO風の子サークル（親子遊び・ママ活
動サークル）
毎週火・木・金曜日9時45分〜13時
相川公園内中央会館（馬橋）
0 〜3歳の
月4,200円（入会金・保険等
子と保護者
5,000円） ※年齢等により異なる
町田
☎340−0391
童謡菜の花
月2回 日 曜 日13時 〜16時
ゆうまつ
月1,500円（入会金1,000円）
山
ど
崎☎362−2477

健康太極拳小金クラブ
①月4回木曜日9時〜10時30分②毎月第
2・4土曜日10時〜11時30分
小金市民
月①2,000円②1,000円（入会
センター
金1,000円）
向田☎090−8306−4727
たのしくあそんでリトミック
月3回火曜日①9時50分〜10時30分②10
ゆうまつど
①2
時40分〜11時20分
歳児と保護者②1歳児と保護者
月2,800
円（入会金なし）
森☎362−3879
松戸ボタニカルアート
毎月第2・4の月・水曜日10時〜12時
ゆうまつど
月3,000円（入会金なし）
今（こん）☎366−1803
常盤平英会話サークル「けやき」
毎 週 水 曜 日 ①10時 〜11時 ②11時 〜12
時
常盤平市民センター分室
①中級
月3,800円（入会金なし）
者②初級者
石井☎090−5755−6867

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）
米嶌（よねしま）☎345−7498
朗読「和み」
毎月第1・3金曜日10時30分〜12時
市民会館
月2,500円（入会金なし）
長沼☎393−8504
健康麻雀M・M・C友の会
毎週火・金曜日10時〜16時
JR新八柱駅
1回1,000円（入会金なし）
加賀
周辺
谷☎090−5541−4297
ひまわりクラブ（グラウンド・ゴルフ）
毎週火・金曜日9時30分〜12時
六実
スポーツ広場
年2,000円（入会金1,000
円）
小林☎090−8800−9811
書遊の会（書道）
毎月第1・3土曜日19時〜21時
二十世
紀が丘市民センター
月3,000円（入会金
なし）
伊藤☎090−4027−4401
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●広報まつど 2014年（平成26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

●お腹・太もも引き締め、骨盤調整講
習会
①4月20日、5月11日・25日 の 日 曜
日 ②4月16日・23日、5月14日・28日
の 水 曜 日 各9時40分 〜11時10分
Emiの樹スタジオ（南流山駅下車）
各先着7人
初回のみ1,500円
電
話またはFAXで、総合型地域スポーツク
ラブ Emiの樹ダイエットフロンティア・
根津☎ 340−1663へ
●創立50周年記念緑樹会絵画展
4月17日㈭〜21日㈪10時〜18時（初
日は13時から、最終日は17時まで）
アートスポットまつど（伊勢丹松戸店
新館9階）
同会・風間☎387−8055
◆健康麻雀
4月〜10月の毎週①木曜日②土曜日
各12時30分 〜17時
①もとやま会
館（新京成五香駅下車）②六実市民セ
ンター ※②は車いす利用者も可
各先着16人
各月3,500円
電話
でNPOメーク・小金谷（こがねや）☎
711−6728（平日10時〜16時）へ
●切手趣味週間松戸切手展2014
4月18日 ㈮ 〜20日 ㈰10時 〜18時(初
日 は13時 か ら、 最 終 日 は16時 ま で)
文化ホール
切手の展示、集め方相
松戸郵趣会・
談、切手プレゼント等
鈴木☎342−5666
◆親子でリズム運動・絵本遊び
4月①17日㈭・24日㈭10時〜11時②
15日 ㈫・18日 ㈮・22日 ㈫・25日 ㈮ 各
①常盤平体
11時15分〜12時15分
育館②運動公園体育館
2歳〜未就園
各先着20人
1回500円
電
児
話でプチさくらんぼクラブ・佐藤☎311
−1907へ
◆稔台フレンド寄席
①4月19日㈯②5月17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柳亭明楽氏②雷門音助氏
各200円
稔台フレンドクラブ・小
林☎367−6579
●軽スポーツ教室（グラウンド・ゴル
フ、ソフトバレー）
4月20日㈰9時〜12時
常盤平第一
直接会場で
スポーツ推
小学校
進委員・内田☎388−8868
●グラウンド・ゴルフ教室
4月20日㈰9時〜12時
東漸寺本堂
裏広場（JR北小金駅下車） 直接会場で
スポーツ推進委
（駐車場利用不可）
員・堀☎344−1735
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
4月20日㈰9時〜12時
幸谷小学校
直接会場で
スポーツ推進委員・西
原☎344−1025

松戸話し方友の会
毎月第2・4金曜日18時30分〜20時50分
市民会館
半年4,000円（入会金1,000
小川☎080−3250−5396
円）
小金ペン習字サークル
毎月第1・3火曜日19時〜21時
小金
デスクペン、ノート
市民センター
月2,100円（ 入 会 金1,000円 ）
松本☎
361−0677（昼間のみ）
五香民謡愛好会
月3回日曜日13時〜16時
五香市民セ
ンター
民謡本
年6,000円（入会金
横田☎385−3945
なし）
松戸市少年少女発明クラブ
5月11日㈰以降の毎週①土曜日14時30分〜
新松戸未
16時30分②日曜日10時〜12時
各先着50人
来館（JR新松戸駅下車）
小学3年〜中学3年生
年8,000円（入会金
難波☎090−5766−3751（19時
なし）
まで）
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◆小さなランプの制作講習〔全3回〕
4月21日㈪〜23日㈬13時〜16時
和興ビル3階（松戸駅下車） 綿エプロ
5,000円
ステンドグラスアント
ン
レ・金森☎090−9105−6414
◆みて、きいて、かんじる松戸人権・
平和展
4月23日㈬12時〜27日㈰16時
市
展示とDVD上映
同展実
民会館
行委員会・神林☎343−3803
●ストレッチ・リズム体操教室
4月24日 ㈭9時30分 〜11時
運動
公園小体育室
女性
先着10人
500円
電話で爽健美体操サーク
ル・淀川☎727−0146へ
●初心者パッチワークキルト講座〜手
提げとコインケース制作〜〔各全3回〕
4月24日〜5月9日の毎週①木曜日②
①小
金曜日各9時45分〜11時45分
金原市民センター②常盤平市民センター
各2,500円
電話で松戸生活文化協
会・安達☎343−6898へ
●話し方勉強会「ユーモアのある話し
方」
4月24日㈭18時30分〜20時
市民
ユーモアスピーチコンサルタン
会館
ト・若林一声氏
500円
電話で実
践話し方研究会・田中☎090−4374−
3931（昼間のみ）へ
◆坐禅の静坐講習
4月24日㈭19時〜21時
勤労会館
先着12人
300円
電話でKUJ松戸
静坐倶楽部・小松☎03−3602−1090へ
●バドミントン教室
4月25日〜7月25日の毎月第4金曜日
9時〜11時
柿ノ木台公園体育館
初心者教室、中級者交流会
1回500
円
電話でスポーツ推進委員・坂平☎
366−3432へ
●千葉大学園芸学部と周辺の史跡めぐり
4月26日㈯13時30分松戸駅東西連絡
千葉
通路集合、16時30分同駅解散
大学園芸学部〜秀海講（大師講）〜浅間
神社〜小山樋門〜松龍寺〜松戸神社
300円
直接会場で
松戸史談会・
塩尻☎341−2407（夜間のみ）
●春の山野草展示会
4月27日㈰10時〜16時
常盤平市
ときわ草遊会・嵯峨☎
民センター
387−6776（夜間のみ）
●谷根千を撮ろう①撮影会②講評会
〔全2回〕
①4月27日㈰10時松戸駅西口時計下
集合、15時現地解散②5月13日㈫18時
①谷中・根津・千駄木周辺
〜20時
交通費実費
4月22
②ゆうまつど
日㈫までに、電話で日本リアリズム写

ときわ平ナイターテニスクラブ
毎週水・木・土曜日19時〜21時
金ケ
作公園庭球場
市内在住・在勤の人
年20,000円程度（入会金なし）
萩原☎
346−0414
松戸釣りクラブ（川釣、海釣、親睦など）
月4回（不定期）6時〜17時
市内在住
の人
月1,000円（入会金2,000円）
小嶋☎090−7252−8447（昼間のみ）
稔台ダンスサークル（社交ダンス）
毎週金曜日19時〜21時
稔台市民セン
ター
ダンス靴
月3,500円（入会金
藤 井 ☎090−9327−1046
1,000円 ）
（昼間のみ）
みんなで歌おう（童謡・ポピュラー）
毎月①第2・4②第1・3水曜日①10時15
ゆうまつ
分〜12時②13時15分〜15時
1回1,000円（入会金なし）
稲
ど他
垣☎090−9019−0908

真集団松戸支部・松林☎080−3475−
8093（昼間のみ）へ
◆2014ほくそう春まつり
4月27日㈰10時〜15時〔雨天決行〕
千葉ニュータウン中央駅コンコース他
北総沿線物産展、駅長親子撮影会、ミ
北総線沿線地域活性
ニ電車運行他
化協議会〔北総鉄道㈱運輸部営業課〕☎
047−445−1901
◆「おくのほそ道」を歩く、「上野、
谷中の花の梢」
4月27日㈰13時JR上野駅中央改札口
集合、15時JR鶯谷駅解散
先着40人
500円
電話で松戸学会・須藤☎
090−3346−1475へ
◆坂川鯉のぼり
4月27日㈰13時〜5月7日㈬12時
竹乃橋〜栄橋
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
センター
棋力別、変則リーグ戦方式
大人1,500
による対局（昼食あり）
円、高校生以下800円
常盤平囲碁ク
ラブ・清水☎386−1988（昼間のみ）
◆スカウトまつり
4月29日㈷11時〜13時
古ケ崎子
大人400円、子ども
どもの遊び場
300円（食事代他）
ボーイスカウト
松戸5団・高岡☎04−7162−1787
●馬橋ハワイアン祭
4月29日㈷13時〜15時30分
馬橋
バンド、フラダンス
市民センター
馬橋ハワイアンクラブ・川瀬☎367−
5395（昼間のみ）
●よこすかウインドアンサンブル演奏会
4月29日㈷14時〜16時
森のホー
カルメン組曲、ムーンライト・
ル21
セレナーデ他
同会・渋谷☎090−
6037−3673
●タンゴ・チャチャチャ講習会〔全3回〕
5月1日 ㈭・15日 ㈭・29日 ㈭ 各19時
稔台市民センター
JDC
〜21時
スタンダードA級・田原健二氏
中級
3,000円
電話でクルミダンス
者
サ ー ク ル・ 大 場 ☎070−5552−8372
（昼間のみ）へ
◆小林一茶をたどる「下総葛飾小金道」
ウオーキング
5月3日㈷9時〜10時JR馬橋駅西口ロー
タリー受け付け
馬橋〜一茶双樹記念
500円
館（流山市） 先着300人
電 話 ま た はFAXで 同 館 ☎
04−
7150−5750へ
●手ひねり陶芸入門講座〔全6回〕
5月8日〜6月12日の毎週木曜日10時
矢切公民館
3,000円
〜12時

あすなろ会（油、水彩等）
月4回水曜日9時〜13時
市民会館
月3,500円（ 入 会 金3,500円 ）
森田☎
346−3606（昼間のみ）
健康体操ひまわり（ストレッチ運動、リズ
ム体操等）
毎週月曜日（第4月曜日を除く）9時20分
〜10時50分
小金原体育館
女性
月1,500円（入会金1,000円）
平（たい
ら）☎348−6026
健康麻雀サークルひまわりの会
毎週月・水・木・金曜日12時〜17時
同会事務所（八柱）他
半年1,000円（入
西 山 ☎070−6438−3577
会金なし）
（昼間のみ）
矢切社交ダンス研修会
毎週金曜日18時〜21時
矢切公民館
月2,500円（入会金1,000円）
市橋☎
363−2928

4月25日㈮までに、FAXで陶芸木曜
会・井澤 389−0803へ

●ハイキングのための地図読み教室〔全
2回〕
5月①10日㈯13時〜16時②18日㈰7
時松戸駅集合、19時解散
①市民会
館②飯能市多峯主山（とうのすやま）
①机上講習②実践演習
18 〜65歳
先 着15人
1,500円（ ② は
の人
別途交通費実費） 5月1日㈭までに、
電話で松戸山の会・太田☎090−3065
−6039（昼間のみ）へ
●シルバーテニス大会
5月14日㈬9時から〔雨天時抽選会〕
栗ケ沢公園庭球場
市内在住の60
歳以上の人または松戸シルバーテニス連
1人1,500円
5月8日㈭
盟加盟者
〔必着〕までに、往復ハガキに住所・氏
名・生年月日・性別・電話番号・クラス
別（上・中・初級・初心者）を記入して、
〒271−0065松 戸 市 南 花 島3の38の
11JSSテニスアリーナ内 松戸シルバー
テニス連盟（☎366−3600）へ
●春季市民ソフトボール大会
5月18日〜6月8日の日曜日〔予備日6
月15日㈰〕第1日目9時、第2日目以降8
古ケ崎ソフトボール場
時30分から
4クラスによるトーナメント
他
市内在住・在勤者で編成されたチーム
一般男子1チーム10,000円、一般女
子1チーム7,000円
4月26日㈯18時
30分から運動公園武道館会議室での代
松戸市ソフトボール協
表者会議で
会・鈴木☎345−7912
●家庭婦人バレーボール大会
5月25日 ㈰、6月8日 ㈰ 各8時30分 か
ら
運動公園体育館
学区で編成さ
1チーム13,000円 ※5
れたチーム
月17日㈯14時から、運動公園会議室で
5月
総会・代表者会議および抽選会
9日㈮〔必着〕までに、郵送で〒271−
0092松戸市松戸2286の10 同連盟・
大沢美里（☎366−6290）へ
●松戸市健康・体力づくりフェスティ
バル
6月1日㈰9時30分〜12時30分 ※5
月7日㈬15時30分から、運動公園会議室
運動公園体育館
で代表者会議あり。
健康体力づくりを行っている10人以上
の団体
先着25団体
1人300円
4月25日㈮までに、電話で松戸市健康
体操連盟・八木☎348−5565へ
◆ESCOLTA（エスコルタ）チャリティー
コンサート
6月13日㈮19時開演
森のホール
21
6,500円
同実行委員会（ユ
ニバース内）☎349−5323

松戸シニアアンサンブル アモーレ
毎週月曜日9時30分〜13時
まつど市
民活動サポートセンター他
バイオリン、
月4,000円（ 入 会 金
鍵盤楽器経験者
1,000円） 若園☎342−6523
（昼間のみ）
小金原ソフトエアロビクス（健康体操、フ
ラダンス）
毎週水曜日9時15分〜11時
小金原体
成人女性
月2,300円（入会金
育館
1,000円）
中原☎341−3798
小金原美容体操サークル
毎 週 ① 火 曜 日 ② 木 曜 日 各9時30分 〜11
小金原体育館
女性
各月
時
前田☎344
1,500円（入会金1,000円）
−8668
エッセイ・うらら会（エッセイ創作）
毎月第3火曜日14時〜16時
ゆうまつ
月1,100円（入会金1,100円）
鈴
ど
木☎361−7598

市の公式ホームページ
緊急重要情報のメール配信を行っ
ています。サービスの利用は登録
が必要です
（QRコードから登録で
きます）
。

右のQRコードを読み取ること
でアクセスできます

パソコン・スマートフォン版

モバイル版

パソコン・スマートフォン版

ゴールデンウイーク
まつど応援マスコットキャラクター

モバイル版

ツイッターと
フェイスブックも
やってまつどお〜！

ＴＭ

共通

「松戸さん 」誕生!

会場 戸定が丘歴史公園内「松雲亭」
要チケット

徳川昭武の兄・慶喜が将軍時代に大阪城で食
べていたフランス料理の一品から「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。
5月3日㈷・4日㈷ 11時30分と13時からの2回
定員各回先着15人 費用2,000円
申 松戸市観光協会（松戸探検隊ひみつ堂、松戸1874）で、直接前売り
□
チケットを購入
こはく

コーヒー

松戸中央ライオンズクラブが、市制施
行70周年を記念して企画し、最優秀作品
よしいけさら
に選ばれた市内に住む吉池紗羅さんの作
品がまつど応援マスコットキャラクター
「松戸さんＴＭ」として、3月27日にお披露
目されました。吉池さんは、「たくさん
活躍してくれたらうれしい」と喜んでい
ました。今後、市のさまざまなイベン
トなどでの活躍を通じて市を応援してく
れます。

吉池さん

問 松戸中央ライオンズクラブ☎369−2737（月〜木曜日10〜16時）
□

徳川慶喜が飲んでいたとされる、フランス流で焙煎
した復刻版コーヒーの香りと味をご堪能ください。
4月29日㈷10時〜15時
定員先着100人 費用500円（将軍珈琲・お菓子代）

春

かっちゅう

問 ①②松戸市観光協会松戸探検隊ひみつ堂☎727−7825（月曜日休
□

〔雨天の場合は6月1日㈰に順延〕

の 花まつり2014

会場 古ケ崎地先
（江戸川河川敷上葛飾橋下）
地元町会や河川愛護団体・フラワ
ーボランティアなど市民の皆さんと
育てたポピーの開花にあわせて花ま
つりを開催します。
開花の状況は、市のホームページ
で確認できます。
※フラワーボランティアも随時募集
しています。
問 河川清流課☎366−7359
□

上葛飾橋

JR常磐線

力作の手作り甲冑を見ながらおいしいひとときを楽しみませんか。
徳川慶喜の甲冑（レプリカ）を展示します。
※子どもは兜（かぶと）の着用体験あり。
5月5日㈷・6日㉁10時〜15時
定員各先着100人 費用500円（将軍珈琲・抹茶・ぜんざい代）

み）
③松戸手作り甲冑愛好会・知久☎080−5438−4039

5月31日㈯10時〜14時

江戸川松戸フラワーライン

博物館と戸定歴史館は、市内在住の身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人
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。

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。

◆5/1㈭13:30 〜 15:00
みどりの講習会「母の日に贈
るプリザーブドフラワー」
講師国際フラワーアレンジメ
ント協会常務理事講師・堂前
絵 美 子 氏 定 員24人 費 用
2,000円（材料費）
◆5/6㉁10:00 〜 11:30
植物ウオッチング｢新緑の季節」
講師自然解説員・加藤裕一氏
定員25人 費用無料
◆5/11㈰7:00 〜 9:30
早朝バードウオッチング「小
鳥のさえずりを聞こう」
講師自然解説員・今村裕之氏、
直井宏氏 定員30人 費用無料
◆5/13㈫ ①10:00 〜12:00②
13:00 〜 15:00、 5/27 ㈫ ③
10:00 〜12:00④13:00 〜15:00
ワンランク上の園芸講座
内容①盆栽の魅力と見方②鉢
植え果樹―レモン、ブルーベ
リー、オリーブ― ③病害虫の
防除―野菜の病気を中心とし
て―④果菜類の栽培―落花生
他（トマト、ナス、キュウリ）―
講師①日本盆栽協会松戸支部
長・真嶋誠一氏②千葉大学助
教・三輪正幸氏③元千葉県農

林総合研究センター室長・竹
内妙子氏④元千葉県農業改良
普及センター所長・酒井利夫
氏 定員各20人 費用①③④
無料②1,500円
◆ ①5/21㈬ 13:30 〜 15:00 ②
5/24㈯13:30 〜15:30
園芸教室
内容①ジャンボラッカセイ（お
おまさり）を育てよう②サツ
マイモの育て方と植付実習
講師みどりの相談員①丸尾三
恵子氏②野口宣二氏 定員各
30人 費用①500円②無料
◆5/25㈰10:00 〜 11:30
昆虫ウオッチング「隠れた虫
たちを探してみよう」
講師自然解説員・室紀行氏
定員25人 費用無料
◆5/29㈭13:30 〜 15:00
押し花のウエルカムボード作り
講師アトリエ敏・渡邊敏子氏
定 員24人 費 用1,000円（ 材
料費）

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）
・第4金曜日
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。

◆ミュージアムシアター
・4/30㈬まで
大いなる商都・民の力−大阪
の近代化遺産−（日本の近代

化遺産 第5巻）〈45分〉
・5/1㈭〜 31㈯
岡崎城・岐阜城・島原城・松前
城 司馬遼太郎と城を歩く⑤
〈60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
※4/26㈯、5/17㈯・18㈰ は
13:15からの上映は中止。
◆4/26㈯〜 6/8㈰
館蔵資料展 錦絵にみる富士山
※詳細は7ページを参照。
◆4/26㈯13:00 〜 15:00
学芸員講演会①「農村松戸の
民俗−1960年代調査の記録
−」から学ぶこと
会場講堂 講師当館学芸員
定員先着80人 費用無料
◆4/27㈰10:00 〜 11:00
館内公開〜裏方見せます〜
内容収蔵庫・撮影スタジオな
ど 講師当館学芸員 定員15
人（抽選） 費用無料
申 4/22㈫〔必着〕まで
◆5/3㈷ ①10:00 〜 11:00②
13:30 〜 14:30
こども体験教室「勾玉(ま
がたま)をつくろう」
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
◆5/17㈯〜平成27年1/31㈯
〔全10回〕
こども体験教室「米づくり
と展示づくり−小学生学芸員
になろう−」
内容田植えから体験し、学習
資料展で発表 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
可） 定員10人（抽選） 費用
無料 ※時間、会場はお問い
合わせを。
申 5/1㈭〔必着〕まで
◆5/18㈰13:00 〜 15:00
歴史を語る「テキヤ稼業の
フォークロア」
会場講堂 講師慶応義塾大学
非常勤講師・厚香苗氏 定員
80人（抽選） 費用無料
申 5/1㈭〔必着〕
共に 往復ハガキ
（１人１枚）に住所・氏名（ふ
りがな）・学年（年齢）・電
話番号（ は希望時間も）
を記入して各催し物の係へ。

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

◆4/20㈰まで
アバンダンス絵画展
山川☎344−5037
◆4/18㈮〜 20㈰
切手趣味週間松戸切手展2014
鈴木☎342−5666
◆4/22㈫〜27㈰
フォトフレンドリー第2回写
真展
田中☎342−9828
◆4/23㈬〜27㈰
東京都退職校長会千葉西部支
部写真展
阿部☎386−9898
◆5/6㉁〜 11㈰

第19回フォトクラブ写楽写
真展
松本☎341−6352
◆5/10㈯・11㈰
松戸華道協会春の生け花展
落合☎362−9296

松戸駅市民ギャラリー
生涯学習推進課☎367−7810

◆4/24㈭まで
シャレ文字展
村田☎387−1020
緑樹会10号展
風間☎387−8055
◆4/25㈮〜5/8㈭
松戸ボタニカルアート展
今(こん)☎366−1803
洋画会・円展
石井☎385−6934
◆5/9㈮〜22㈭
松戸あひる会10号展
栗山☎090−7705−9448
土曜スケッチ会展
平山☎385−7620

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）

◆ 6/22 ㈰まで
（4/22㈫休館）
戸 定 邸 落 成130年 プ リ ン
ス・トクガワ
内容落成130周年を迎えた戸
定邸の歴史を伝える文書、写
真、美術工芸品などを展示。

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

