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あなたが主役！
！
地球温暖化を防止しよう！

地球温暖化は、 ひとりでは解決できない大きな問題ですが、 一人ひとりが身近な問題と
して捉えて行動に移していかなければなりません。
市民・事業者・市役所が一体となって地球温暖化の防止に取り組みましょう。

環境政策課
☎366−7089

地球温暖化対策 松戸市ではさまざまな取り組みをしています
これまでの家庭用太陽光発電システムなどの省エネルギー設備設置費補助金に加えて、事業者や
運輸対策にも重点的に取り組みます。 ※各種補助制度には条件があります。詳細は市ホームページをご覧ください。
※ NEW マークが付いているものは平成28年度の新規事業

各種補助金

事業所部門

家庭部門

NEW エネルギー管理システム(BEMS等）導入

• 太陽光発電システム設置（1件あたり上限7万円）
• エネファーム設置（1件あたり上限10万円）
• エネルギー管理システム（HEMS）導入（1件あ
たり上限1万円）
NEW ゼロエネルギー住宅購入・改修（1件あたり上
限20万円）
NEW ライフサイクルカーボンマイナス住宅購入・
改修（1件あたり上限80万円）

（1件あたり最大50万円） ※要件あり
NEW ゼロエネルギービル購入・改修（1件あたり
最大100万円） ※要件あり
NEW 省エネ診断による設備改修などの導入促進
事業費（1件あたり最大50万円） ※要件あり
電気

温度

湿度

情報
熱

運輸部門
• 電気自動車導入（1台あたり上限3万円）
• 燃料電池自動車導入（1台あたり上限5万円）
※対象は市民および市内事業所
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その他の取り組み
緑のカーテンで夏を涼しく！
さえぎ

つる性植物で日差しを遮る緑のカーテンは、
室内温度の上昇を抑えることができるため、省
エネによるCO²削減の効果があります。
皆さん、地球にやさしい緑のカーテンを設置し
て、快適な夏を過ごしてみませんか？

電気自動車の充電設備を
ご利用ください
買い物や用事を済ませている間に充電できます。
混雑時は利用できない場合があります。
設置場所松戸駅西口地下駐車場地下1階
利用時間8時〜23時
使用料無料 ※駐車場利用料金
を除く。
このマーク
が目印！

電気を消してやさしい夜を！
6月21日㈫〜7月7日㈭の間、CO²削減／ラ
イトダウンキャンペーンとして、全国のライト
アップ施設や各家庭の照明の一斉
消灯を呼びかけています。
ライトダウンキャンペーン

涼しい場所に集まろう！
夏の暑い日は、家のエアコンを消して、市内
公共施設やデパートなどの、クールシェアスポ
ットに集まりましょう。また、市
内店舗の皆さんは、シェアスポッ
トの登録にご協力ください。

市役所正面玄関前

松戸駅西口地下駐車場

6月30日㈭は市・県民税（普通徴収分）第1期の納期限です。

クールシェアマップ

収納課☎366−7325
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平成27年度
下半期

財政事情

「松戸市総合計画 第5次実施計画」の中間年度にあたる平成27年度は、引き続き財源
の確保を図りながら、効率的な行財政運営を行ってきました。
財政見通しは厳しい状況が続きますが、
「第5次実施計画」を推進し、財政状況に柔
軟に対応して住みよいまちづくりを目指します。
財政課☎366−7076

予算執行状況
一般会計

一般会計・歳出

一般会計・歳入

平成27年度の最終予算額（繰越分を除く）は
1,483億1,996万4千円になりました。当初予算額
は1,417億2,000万円でしたが、その後4回の補正
によって65億9,996万4千円を追加したものです。
予算額に対して平成28年3月31日現在の収入済額
は1,327億2,900万円で、収入率は89.5％です。
支出済額は1,298億2,039万7千円で執行率は
87.5％です。

科目

予算現額

市税
665億円
地方交付税
66億4,281万1千円
国庫支出金
289億8,613万8千円
市債
134億9,670万円
その他
326億9,431万5千円
合計
1,483億1,996万4千円
繰越分

37億7,734万7千円

収入済額
科目
予算現額
構成比（％）
金額
総務費
149億8,973万5千円
659億2,005万9千円
49.7
民生費
697億 273万9千円
70億5,499万7千円
5.3
衛生費
143億 883万3千円
249億8,932万2千円
18.8
土木費
123億8,902万5千円
63億5,860万円
4.8
教育費
196億3,675万2千円
284億 602万2千円
21.4
公債費
89億3,393万6千円
1,327億2,900万円
100.0
消防費など
83億5,894万4千円
収入率
89.5
合計
1,483億1,996万4千円
35億9,314万7千円
95.1

特別会計
会計名
国民健康保険特別会計
松戸競輪特別会計
下水道事業特別会計
公設地方卸売市場事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
駐車場事業特別会計
介護保険特別会計
合計
※
（

繰越分

特別会計予算の執行状況

予算現額
595億4,337万5千円
224億7,889万8千円
（2億4,006万2千円 ）
137億7,187万4千円
2億1,762万円
46億8,128万1千円
9,100万2千円
320億3,793万1千円

収入済額
収入率
（%）
548億2,737万5千円
92.1
188億1,064万8千円
83.7
（2億4,006万2千円 ） （100.0 ）
99億1,592万8千円
72.0
2億 224万3千円
92.9
45億1,042万8千円
96.4
2億 721万3千円
227.7
306億6,199万9千円
95.7

支出済額
執行率(%)
537億1,326万3千円
90.2
174億4,931万9千円
77.6
（2億4,006万2千円 ） （100.0 ）
86億5,374万3千円
62.8
1億7,506万4千円
80.4
37億7,236万6千円
80.6
7,604万9千円
83.6
275億7,387万5千円
86.1

（2億4,006万2千円 ）
（2億4,006万2千円 ） （100.0 ）
（2億4,006万2千円 ） （100.0 ）
1,191億3,583万4千円
89.7
1,114億1,367万9千円
83.9
1,328億2,198万1千円

）内は、
繰越明許費等です。

特別・企業会計繰出金の状況

一般会計から下記の各会計へ繰り出して使用しています
一般会計
（款）
繰出金額
繰出先
29億7,229万9千円
国民健康保険特別会計
民生費
46億9,640万4千円
介護保険特別会計
7億 571万6千円
後期高齢者医療特別会計
3,754万1千円
水道事業会計
衛生費
32億4,681万3千円
病院事業会計
商工費
9,569万2千円
公設地方卸売市場事業特別会計
土木費
33億 603万2千円
下水道事業特別会計
合計
150億6,049万7千円
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

住民基本台帳人口

監査委員事務局☎366−7385
平 成27年12月7日 か ら 平 成28年2月
16日までの期間に実施した定期監査結
果の概要を公表します。
平成28年5月17日
松戸市監査委員 牧野 英之
同
三好 徹
同
杉山 由祥
同
飯箸 公明
定期監査
●監査対象＝街づくり部（9課）
・建設部
（6課）
・健康福祉部（4課）・福祉長寿部
（9課）
・子ども部（5課）
●監査の結果＝監査の結果は、おおむね適
正に執行されているものと認められた。
なお、意見及び指摘事項は次のとおり。
＜意見＞
未収金の解消を目指し鋭意努力されてい
るところであるが、引き続き収納率の向上
を目指して努力されたい。
※ 監 査 結 果 の 全 文 は、 行政資料セン
ター、 図書館本館および 市ホームペー
ジ（URLは1面右上参照）
で閲覧できます。

国民健康保険課
介護保険課
幼児保育課

49万 773人

世帯
面積

22万8,575世帯
61.38ｋ㎡

特別会計

576億6,449万9千円
576億6,449万9千円

企業会計

病院事業債
水道事業債

未収金の種別
市営住宅使用料
道路占用料
受益者負担金・下水道使用料
国民健康保険料・後期高齢者医療
保険料
介護保険料
保育料
指摘
事項

内容

2件

督促状の発送時期が適切でなかったもの 2件
誤った歳入番号で収納していたもの

支出

1件

支出事務の手続きが適切でなかったもの

1件

流用の時期に誤りがあったもの

1件

見積書に関する事務処理に誤りがあったもの 1件
予定価格調書の記載が適切でなかったもの 2件

契約

※平成28年3月31
日現在で住民登録
がある人口です。

943億5,690万5千円

調定がされていなかったもの
収入

1人当たり
6万9,367円
4万7,928円
8,255円
8,768円
13万4,318円

土木債
158億1,037万3千円
教育債
107億 292万6千円
衛生債
44億7,514万円
民生債
22億9,984万1千円
市民税減税補てん債
42億9,985万8千円
臨時財政対策債
544億7,141万8千円
その他
22億9,734万9千円
下水道債

予定価格に関する事務処理に誤りがあった
もの

8件

予定価格の設定が適切でなかったもの

8件

随意契約の理由が適切でなかったもの

1件

契約保証金の免除理由が適切でなかったもの 1件
契約書の作成が適切でなかったもの

3件

契約書の内容が適切でなかったもの

1件

監督職員の選任を通知していなかったもの 3件
その他 郵券類等受払簿の記載が適切でなかったもの 1件
合計

支給の可能性がある人には申請書を送付しています。ご提出はお早めに！

36件

37億7,734万7千円

30億2,493万円

企業会計予算の執行状況

予算現額
収入支出済額
16億5,236万1千円
17億2,262万円
16億 169万3千円
16億1,266万7千円
水道事業
2,302万9千円
2,096万6千円
会計
（9,328万円）
（9,328万円）
資本的支出
6億 709万6千円
5億6,549万1千円
収益的収入 199億1,587万9千円
189億 144万2千円
収益的支出 199億1,587万9千円
196億4,044万3千円
病院事業
資本的収入
23億2,596万5千円
21億3,912万1千円
会計
（3,200万円）
（3,200万円）
資本的支出
27億3,570万2千円
25億4,844万1千円
※収入額が支出額に不足する額は、内部留保資金で補てんします。
※（
）内は、逓次繰越分です。

一般会計

＜指摘事項＞
区分

区分
収益的収入
収益的支出
資本的収入

地方債の現在高
1,602億9,853万1千円

市では、教育・土木・社会福祉・衛生・消防など、各種事業を行っています。
これらの経費は、市民の皆さんに負担していただく市税、国や県からの補
助金など、その年度の収入で賄われています。しかし、事業の効果が後世
にも及ぶものについては、将来の市民の皆さんにもその負担をしていただ
くことで、税負担の公平を図ることができることから、市は国や銀行など
から長期で返済する資金（地方債）を借りて、それを費用の一部に充てて
事業を進めています。
なかでも、臨時財政対策債の発行が大きくなっていますが、これは実質
的な地方交付税の代替財源として発行している地方債です。この償還に関
する費用は、国から後年度に地方交付税で措置されます。
今後も、
将来の財政負担を十分に考慮しながら地方債を活用していきます。
部署
住宅政策課
建設総務課
下水道維持課

1世帯当たり
14万8,938円
10万2,906円
1万7,725円
1万8,827円
28万8,396円

人口

地方債の現在高（平成28年3月31日現在）

監査の結果を公表します。

市税の住民負担状況

区分
市民税
固定資産税
都市計画税
その他
合計

企業会計

支出済額
構成比（％）
金額
129億9,018万7千円
10.0
628億3,473万7千円
48.4
122億8,087万6千円
9.5
95億6,704万9千円
7.4
159億1,905万4千円
12.3
86億1,289万4千円
6.6
76億1,560万円
5.8
1,298億2,039万7千円
100.0
執行率
87.5

82億7,712万7千円
44億6,854万2千円
38億 858万5千円

80.1

収入・執行率(%)
104.3
100.7
91.0
（100.0）
93.1
94.9
98.6
92.0
（100.0）
93.2

市有財産の現在高（平成28年3月31日現在）
市の財産には、土地や建物の他、特定の目的のための
資金積み立てや定額の資金を運用するために設けた基金
などがあります。

1. 基金…①財政調整基金135億7,838万9千円②土地開発基金
48億円③学童災害共済基金687万5千円④松本清児童福祉基
金4,128万8千円⑤高額療養費貸付基金1,500万円⑥福祉基金
5,943万6千円⑦美術品等取得基金4億1,000万円⑧国民健康保
険事業財政調整基金56億5,350万2千円⑨松戸市営白井聖地公園
基金7,349万3千円⑩文化施設建設基金1億2,288万4千円⑪市債
管理基金2,500万円⑫平和基金7,152万4千円⑬職員退職手当基
金4億5,381万6千円⑭介護給付費等準備基金10億8,000万5千
円⑮高額介護サービス費等貸付基金1,000万円⑯高志教育振興基
金1億3,881万4千円⑰松戸競輪事業財政調整基金16億4,003万
円⑱国民健康保険出産費資金貸付基金800万円⑲安全で安心な
まちづくり基金1億3,223万6千円⑳緑地保全基金1億208万7千
円㉑協働のまちづくり基金873万5千円㉒市立小学校及び中学校
施設等耐震改修基金8億5,058万5千円㉓病院施設整備基金26億
7,940万8千円㉔スポーツ振興基金3,036万3千円㉕東日本大震
災復興基金3,000万3千円㉖新松戸地域学校跡地有効活用事業基
金6億3,043万8千円㉗郷土遺産基金1億483万1千円㉘庁舎建設
基金20億円㉙まちづくり用地活用事業基金3億5,700万円
2. 有価証券および出資による権利…22億4,025万2千円
3. 土地および建物…①土地3,223,831.98m²（うち土地開発基
金が保有する分 11,003.04m²）②建物869,906.56m²
4. 車両…総台数408台①乗用車24台②貨物車41台③消防車73
台④救急車14台⑤軽自動車181台⑥その他75台

公職選挙法が改正されました
選挙管理委員会事務局☎366−7386
選挙権年齢が満18歳以上になります
投票所に18歳未満の子どもと一緒に入ることができます
選挙人名簿の登録制度が改正され、住所の移動に
より名簿に登録されなかった人が救済されます
※詳細は、
市ホームページをご覧ください。
この改正内容は今回の選挙から適用されます

第24回 参議院議員通常選挙

選挙管理委員会
ホームページ

千葉県明るい選挙
のシンボル
キャラクター
「せんきょ君」

公示日6月22日㈬ 投票日7月10日㈰
不在者投票制度
出産や長期出張等で松戸市を離れている人、不在者投票のできる
施設に入院・入所している人は、不在者投票をご利用ください。
郵送による手続きとなりますので、早めにお問い合わせください。
郵便投票制度
身体障害者手帳等をお持ちの人で一定要件を満たす場合は、あら
かじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることで郵便等投票制
度を利用できます。所定の手続きが必要となりますので、早めに
お問い合わせください。
期日前投票
期日前投票が可能な日時・場所等については、市ホームページを
ご覧ください。また、広報まつど7月1日号でもお伝えします。

同給付金コールセンター☎366−8192
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掲

示

板

マークは協働事業です。
…日時、日程
…会場
…内容
…講師
…対象
…定員
…費用（記載のないものは無料）
…申し込み先
…問い合わせ先
フリーター（15〜 39歳）の保護者
先
着20人
6月17日㈮までに、電話で
同ステーション☎703−8301へ

紙面デザイン変更のお知らせ

これまで各ページ下部にあった「市等からのお知らせ」コーナーをリニューア
ルしました。6月15日号からは「掲示板」としてお届けします。

お 知らせ
市立図書館小金分館は、蔵書点検作業
のため、6 月 29 日㈬・30 日㈭に休館
します
図書館☎ 365−5115
7 月 1 日の新松戸市民センターでの人
権相談は、参議院議員選挙のため、お
休みします
行政経営課☎ 366−7311
大規模小売店舗の変更届出の縦覧と意
見書の提出
縦覧および意見書提出期限 9 月 13 日 ㈫
縦覧場所 商工振興課 対象店舗 ピコティ
東館
同課☎ 711−6377
松戸市火災予防条例の一部を改正する
条例（案）についてのパブリックコメン
ト（意見募集）手続実施結果の公表
パブリックコメントを実施した結果、意
見はありませんでした。公表案をもとに
作成した条例案を公表しています。
公表方法 ①市ホームページへの掲載②予防
課・行政資料センター・支所での閲覧
予防課☎ 363 − 1114
植木の剪定（7 月〜 9 月）
植木剪定（枝おろし・刈り込み）の予
約を月100件程度受け付けます（ごみは
自己処理）
。
作業内容により積算
6月15日㈬8時30分から、
電話で（公社）
シルバー人材センター☎330−5005へ
都立八柱霊園の使用者を募集

募集期間 7月1日㈮〜 15日㈮

募集数 一
般 埋 蔵 施 設300カ 所・ 合 葬 埋 蔵 施 設
2,000体 申込書配布 6月24日㈮〜 7月15
日㈮の間に、市民課・健康推進課・各支所・
行政サービスセンター・八柱霊園管理事
務所で ※施設ごとに申込資格を設定。
募集
※費用等詳細は申込書を参照。
期間内に申込書を郵送または東京都公園
協会ホームページで
同協会霊園課募
集専用番号☎0570−783−802

税務職員採用試験

試験日 第1次試験9月4日㈰

第 2 次試験
10月12日㈬〜 21日㈮の間の指定され
た日時 受験資格 平成29年3月までに高
校を卒業する見込みの人、平成28年4
月1日時点で高校を卒業した日の翌日か
ら3年以内の人
6月20日㈪〜 29日
㈬までの間に、人事院ホームページ
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.
html で。直接または郵送の場合、6月
20日㈪〜 22日㈬までの間に、人事院各
地方事務局へ
松戸税務署総務課☎
363−1171（内線205）
小中学校各種作品展・受付業務スタッ
フを募集
7月27日 ㈬ 〜 31日 ㈰、9月15日 ㈭ 〜
18日㈰、平成29年1月25日㈬〜 29日㈰、
文
2月1日㈬〜 5日㈰各10時〜 18時
会場受付・案内・監督等
化ホール
市内在住の60歳未満の人 募集人数 1
人 時給 840円
6月17日㈮までに、
電話で指導課☎366−7458へ
6月1日号のおわびと訂正
8面「GO ! GO ! 本郷谷」の記事中、
「オーストリア大使館」とあるのは
「オーストラリア大使館」の誤りで
した。おわびして、訂正します。

3

母子・父子自立支援員（非常勤職員）
を募集
勤務日 平日週4日9時〜 17時 勤務場所
子育て支援課 業務内容 ひとり親家庭の
支援 応募資格 保健師・看護師・臨床心
理士・社会福祉士・教員・保育士等の資
格を有する、または同支援員等の経験があ
000円
る人 募集人数 1人 待遇 月給176，
（予定）
、交通費支給、社会保険・雇用
6月30
保険加入 選考日程 7月上旬
日㈭までに、市ホームページからダウン
ロードまたは同課で配布する書類および
資格の取得を証する書類の写しを電話予
約の上同課（☎366−7347）へ
夏休み施設ボランティアを募集
期間 7月1日㈮〜 9月30日㈮までの間の希
望日（土・日曜日、祝日と8月11日〜 15
日は除く） 時間 9時30分〜 15時（半日
も可） 活動場所 市内の福祉作業所
知
的障害者施設の利用者と交流し、理解を深
める
市内および近隣の高校生・福祉
専門学校生・大学生
わかば園☎384−
0165
県営住宅の入居者を募集

募集期間 7月1日 ㈮ 〜 15日 ㈮

入居資格

①現に住宅に困窮していて同居親族のい
る人②所定の方法により算出した月収が
一般＝158,000円以下、高齢者・身体
障がい者等（条件あり）＝214,000円
以下 申込書配布 6月28日㈫から、県東
葛飾地域振興事務所・市住宅政策課・各
支所・行政サービスセンターで ※家賃
等詳細は申込書を参照。
県住宅供給
公社県営住宅管理部募集課☎043−222
−9200
市と（一社）宅地建物取引業協会松戸支
部が「空き家等の有効活用等に関する
相談業務協定」を締結
所有する空き家についての相談や空き
家の活用を希望する人は、市民相談窓口
「不動産（毎週水曜日・予約制）
」
（☎ 366
− 7319）をご利用ください。
住宅
政策課空家活用推進室☎ 366 −7366
市内中小企業の展示会・見本市等への
出展を支援します（国外出展も対象）
※詳細は、市ホームページで。
商工
振興課☎ 711 − 6377
経営（起業）相談窓口
専門家からのアドバイスが受けられま
す。継続的な利用により、創業に関する
支援もあります。 開設日時 ①毎週月・水
曜日13 〜 17時②第3金曜日16 〜 20時
③第3土曜日13 〜 17時 開催場所 ①②テ
クノ21③勤労会館 ※詳細は、市ホーム
ページで。
商工振興課☎711−6377
運動公園他スポーツ施設の指定管理者
を募集
指定期間 平 成29年4月1日 〜 平 成33年3
月31日 募集要領配布方法 7月8日 ㈮ ま
でに、直接スポーツ課または市ホームペ
同課☎703−
ージからダウンロード
0601

講座・講演・催し
まつどサポステ保護者向けセミナー
6月18日 ㈯13時30分 〜 15時
勤
労会館
まつど地域若者サポートステ
ーションについて。自分のくせを知って
親子関係に活 かしてみよう
無 職・

松戸の作家の個展「大隈武夫−共に生
きる−展」
6月21日㈫〜 8月21日㈰
森のホ
ール21 1階エントランスホール
社
会教育課美術館準備室☎366−7463

…持ち物

ナル・野村季 世 子 氏
先着10人
2,000円
共通
同公園マグノリアハウス
電
話で同公園管理センター☎384−4187
へ ※①②はどちらか1つ。
松戸・鎌ケ谷特別支援教育作業学習作
品展
6月29日 ㈬ 〜 7月1日 ㈮10時 〜 15時
市役所1階連絡通路
特別支援学級
の生徒たちが制作した作品の展示・販売
河原塚中学校・市川☎391−6161
懐かしの歌謡曲 de 健康体操！
7月7日㈭13時〜 14時30分
新松
戸市民センター
音楽健康指導士、介
65歳以上の人
先
護予防指導士
着30人
電話で新松戸高齢者いきいき
安心センター☎346−2500へ

大隈武夫
「沙漠に甦る」

働きたい女性のおしゃべりティータイム
6月23日 ㈭10時15分 〜 11時15分
ゆうまつど
働くことに向けたヒ
ントを探す（個別相談あり）
先着10
電話で男女共同参画課☎364−
人
8778へ

小金市民センター講座「おもちゃの病
院」
7月12日㈫10時〜 13時
小金市民
センター
先着15人
無料（修理
直接または電話で
内容により有料）
小金市民センター☎343−8641へ

小学校での読み聞かせ講座
①6月24日㈮②7月7日㈭各10時〜 12
時
子ども読書推進センター
①読
み聞かせの基本について②「ともだち」
がテーマの本&夏におすすめの本
小
学生の保護者
各先着50人
電話
で同センター☎331−0077へ

人材確保のための「中間的就労」導入
説明会
中間的就労とは、働きづらさを抱えた
人などが活用できるステップアップ式の
人材育成・訓練の手法です。
7月①
13日㈬②14日㈭各13時30分〜 17時
松戸商工会議所
次の人事採用担当
者①介護・保育・児童・学童等事業所②
物流・工事・販売・保安等事業所
各
先着130人
7月8日㈮までに、電話で
NPOユニバーサル就労ネットワークち
ば松戸市就労準備支援室☎712−0135
へ
生活支援一課生活困窮者担当☎
366−7349

テクノ 21 地域ふれあいまつり
6月26日㈰10時〜 16時〔雨天決行〕
テクノ21
まな板販売、子供の遊
び場、住宅相談コーナー等 ※駐車場は
ありません。
松戸地域職業訓練セン
ター☎349−3200
東松戸ゆいの花公園の講座
①ラベンダースティック
6月28日 ㈫9時
30分 〜 11時
松戸ハーブボラン
ティア
先着15
人
300円
②ラベンダーの花
籠
6月28日㈫11時
〜 12時30分
松戸ハーブボランティ
ア
先着15人
500円
③夏に飾りたい、葉物で爽やかアレンジ
メント
7月24日㈰14時〜 15時30分
（一
社）Nフラワーデザインインターナショ

高齢者虐待防止市民向け講演会
7月14日㈭14時〜 15時30分
馬橋
市民センター
弁護士に聞く高齢者の
認知症と経済的虐待
みぎわ法律事務
所・神保正宏氏
市内在住・在勤の人
先着70人
7月7日㈭までに、電話
で小金高齢者いきいき安心センター☎
374−5221へ
ビジネス・キャリア検定試験
受付期間 7月27日 ㈬
まで 試験分野 人事・経理・営業等8分野
※受験料等詳細は中央職業能力開発協会
ホームページで。
県職業能力開発協
会総務企画課☎043−296−1150
試験日 10月2日 ㈰

会 議
自転車等駐車対策協議会
6 月 30 日㈭ 10 時から
市役所新
館 7 階大会議室 傍聴定員 先着 10 人（開
会 30 分前より受け付け）
交通政策
課☎ 366 − 7439

社会教育委員会議
6 月 30 日 ㈭ 18 時 か ら
京葉ガ
スＦ松戸ビル 5 階会議室 傍聴定員 先着
10 人（開会 10 分前まで受け付け）
社会教育課☎ 366 − 7462

地区意見交換会
各地区で開催され、市長と町会・自治会長等の皆さんが懇談します。傍聴を希望す
る人は、お申し込みください。 時間 各14時〜 16時
各締め切りまでに、電話で
各傍聴申し込み先へ
日程

地区

会場

傍聴申し込み先

7/19 ㈫

明第 2 東地区

市役所議会棟
3 階特別委員会室

市民自治課☎ 366 − 7318

7/20 ㈬

小金原地区

小金原市民センター

小金原支所☎ 344 − 4151

7/27 ㈬

明第 1 地区

女性センター

市民自治課☎ 366 − 7318

7/28 ㈭

東部地区

東部スポーツパーク

東部支所 ☎ 392 − 3061

7/29 ㈮

明第 2 西地区

古ケ崎市民センター

市民自治課☎ 366 − 7318

締め切り
7/14 ㈭

7/21 ㈭

高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）の申請期限は7月25日㈪です。
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アートパーク9 にちようびの野望

楽しさい
っぱい！
12のワ
ーク
みんなを ショップが
まってい
ます。

公園の空間を自由に使って、
子どもから大人まで思いっきり遊べます。
友達や家族と、かつてない
「にちようび」
を作ろう！

巨大海賊船

公園に船が出現！？船に色を塗ったり、ゲーム
をして遊ぼう！

7月3日㈰10時〜15時

〔小雨決行、荒天の場合は17日㈰に延期〕

こうえんのまち

会場 松戸中央公園

の中で記念撮影しよう！

持ち物 汚れてもよい服装

公園に空き箱で松戸の町を作ろう！ できた町

※途中参加できます。

対象 幼児から小学生までの子と親
アートパーク
プロジェクトブログ

費用 無料

みんなで変身

いろいろな色や形のお面をかぶって遊ぼう！

※当日の実施情報は、
アートパークプロジェクトブログ
http://artpark.exblog.jp/ で。
聖徳大学生涯学習研究所
☎365−5691
文化観光国際課
☎366−7327

へんてこアニマル

パネルシアターを演じよう！

大合唱

「まつどでかくれんぼ」をみんなで歌おう！

青空写真

写真ブースが出現！ 親子の写真を撮ろう！プロ
のカメラマンの写真で記念撮影！

認可外保育所保育料
の一部を助成します
要申込

家族で

学校で

友達同士で

自由な
環境活動を
サポ ート

スレンジャーになろ
ー
ア
う！
ミも
環境政策課☎366−7089
キ（公財）日本環境協会こどもエコクラブ全国事務局☎03−5643−6251
http://www.j-ecoclub.jp/

目指せ、スペシャリスト！

チャレンジしたい環境活動はありませんか？こどもエコクラブがサポートします。
まずは、幼児〜高校生と大人各1人以上でグループを作り、クラブ名・興味のある
要申込
〜今から描く自分の仕事〜
テーマを決めましょう。
※同クラブホームページで活動事例を紹介しています。

対象

以下の条件を全て満たす人
①子が認可外保育施設指導監督基準を満たす
認可外保育所に入所している（対象施設につい
ては、千葉県ホームページをご覧ください）
②市内認可保育所に入所申し込みを行い、不
承諾または保留となっている
③松戸市に住民登録があり本市の支給認定2・
3号を受けている
④仕事や病気等で、家庭保育できない理由が
ある
⑤入所中施設の基本保育料の滞納がない
⑥認可保育所よりも高い保育料を納めている

助成額

認可保育所の保育料と認可外保育所に支払っ
た保育料との差額に2分の1を乗じた額
上限額
3歳以上 月額12,000円
3歳未満 月額21,800円
直接、松戸市認可外保育施設利用者助成金
交付申請書、保育所入所不承諾通知書
（写し）、
通園証明兼領収確認証書、領収書の写しを各
利用施設へ ※申請書等の様式は市ホームペ
ージでご確認ください。
幼児保育課入所入園担当室☎366−7351

光化学スモッグに
ご注意ください
目がチカチカするなどの健康被害が発生
することがあるため、注意報等発令時には
なるべく外出を控えましょう。
光化学スモッグ情報は、県ホームページ
や市の安全安心メール、防災行政無線等で
お知らせします。
環境保全課☎366−7337
カラーユニバーサルデザインに配慮して作成しています。

すてきな特典

❶小学生以上のメンバーは活動を記録できる
「メンバー手帳」が、幼児のメンバーはぬり
絵で楽しめる「エコカード」がもらえます
❷オリジナル「メンバーズ
バッジ」がもらえます

こどもエコクラブ
ホームページ

❸活動を報告すると専門家からアドバイスが届
きます
❹活動を報告するともらえる「アーススタン
プ」を5つ集めると地球を守る「アースレン
ジャー」に認定します
❺自動的に「賠償責任保険」の対象となります
❻全国の仲間と交流する全国フェスティバルや
フォトコンテストなどのイベントに参加できます

介護について困ったときはまず検索！
介護制度改革課☎366−4101

市内の在宅医療や介護サービスの情報を
インターネットのシステムで探すことができます。
訪問診療ができる医
療 機 関や、訪 問して
薬を管理することが
できる薬局などを探
せます。

介護について相談で
きる窓口を探せます。

ケアマネジャーや介護
施設などの介護サー
ビスの事業者や、体操
教室やサロンなどの
地域で行われている
高齢者向けのサービ
スを探せます。

ケ ア マネジャーと
ショートステイの空き
状況や利用できる事
業者を探せます。

松戸市在宅医療・介護事業者情報検索システム
http://www.u-system.com/u-wins/matsudo/

検索システムの利用方法は、市ホームページをご覧ください
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kenko̲
fukushi/kaigo/oshirase/kensaku-system.html
広報広聴課☎366−7320
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ストップ！ 熱 中 症
熱中症とは環境や体調等の関係で、体に熱がこもってしまい、発散でき
ない状態です。重症の場合は生命にかかわります。

■予防のために

●飲み物を持ち歩こう

●栄養をとろう

●休息をとろう

●温度に気をくばろう

■症状と応急処置

●声をかけ合おう

症状めまい、立ちくらみ、頭痛、吐き気、意識がない、言動がおかしいなど
応急処置熱中症の人をひとりにさせず、誰かが付き添って症状の変化を見
ます。涼しい場所へ移動し、衣服をゆるめて水分補給。ただし、水分を自
分で飲めない、症状が改善しない場合、意識や言動がおかしい場合は直ち
に119番通報し、体を冷やしながら救急車の到着を待ってください。
健康推進課☎366−7489

日本脳炎の予防接種を受けましょう

日本脳炎の予防接種後に、重い病気になった事例により、接種の差し控
えが続いていましたが、新たなワクチンが開発され、現在は定期接種が受
けられるようになっています 。
接種スケジュール
第1期初回 6日以上（標準的には28日まで）の間隔をあけて2回接種
第1期追加 2回目接種後、約1年おいて1回接種
第2期 9歳を過ぎてから1回接種
対象差し控えにより、接種機会を逃した①平成7年4月2日から平成19年4
月1日生まれの人は、20歳になるまでの間②平成19年4月2日から平成21年
10月1日生まれの人は、3歳〜7歳６カ月未満および９歳〜13歳未満の間
※接種間隔が乱れている場合は接種医にご相談ください。
健康推進課☎366−7484

生活習慣病の予防セミナー
「ロコモティブシンドロ−ム・がん」 要申込
6月24日㈮13時〜15時 会場ふれあい22 費用無料 ※要約筆記・手話
通訳あり。
FAXに住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記入して、中途失聴者・難聴
者協会・中澤☎ 388−6747へ

がん患者・家族「集いの場」 要申込
7月1日㈮13時30分〜15時30分 会場市立病院2号館5階会議室 内容フ
リートーキング 定員先着15人 費用無料
電話またはFAXで同病院がん診療対策室☎363−2171（内線1667）
、
363−1489へ ※がんの相談も受け付けています。

健康教室「糖尿病」 要申込
7月①6日㈬②20日㈬各13時から 会場市立病院①2号館5階会議室②4号
館地下1階会議室 内容①糖尿病と口のケア②検査のあれこれ 講師同病院
①歯科医師・歯科衛生士②検査技師 対象糖尿病患者・家族・糖尿病に関心
のある人 定員各先着30人 費用無料
電話で同病院健康管理室栄養担当☎363−2171（内線1008）へ

市立病院呼吸器内科外来は
6月23日㈭・24日㈮に休診します
同病院呼吸器内科外来☎363−2171（内線1143）

松戸健康福祉センター
（松戸保健所）
各種無料相談
相談名（原則予約制）
日時
電話
（予約不要）
7/12 ㈫ 9:00 〜 11:30
不妊相談
来所
（要予約）
7/12 ㈫ 13:30 〜 15:00
思春期相談
7/11 ㈪ 14:00 〜 17:00
精神保健福祉相談
7/ 5 ㈫ 14:00 〜 16:00
酒害相談
7/21 ㈭ 14:00 〜 16:30
即日検査
7/ 5 ㈫・19 ㈫ 13:30〜14:00
夜間検査
7/19 ㈫ 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
電話（予約不要）
月〜金曜日 9:00 〜 17:00
DV相談
来所
原則金曜日 9:00 〜 17:00
電話（予約不要）
障がい者
月・火・木・金曜日
差別相談
9:00 〜 17:00
来所（要予約）
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予約・問い合わせ

☎361−2138

☎ 361−2139

☎ 361−6651
☎ 361−2346
367−7554

まつど国際文化大使を募集 要申込
任期9月から1年間（ 9月4日㈰委 嘱 式 ） 内容市内で開催される国際理解
の講 座 や交 流 イベントで外 国 や日 本 の文 化 を紹 介 できるボランティア
対 象 外国人=任期期間 中 日本に滞在する予定で在 留 資格があり、自国の文
化を紹介できる人

日本人=過去5年以内に海外滞在経験が1年以上あり、

そ の国・地 域 の文 化 または日 本 の文 化 を紹 介 できる人
わず。審査あり。 募 集 人数25人

※自 薦 他 薦 を問

7月8日㈮〔必着〕までに、所定の用紙

（協会で配布または協会ホームページからダウンロード可）を直接または郵
送で〒271−0073松戸市小根本7の8京葉ガスF松戸第2ビル5階 （公財）
松戸市国際交 流 協 会（ ☎366−7310）へ
それぞれの障がい特性に関することや日常生活の困りごと等、お気軽に
ご相談ください。
精神障がい

障がい別の相談に
対応した

ハートオン相談室
をご利用ください
障害福祉課
☎366−7348

サポートネット松戸
☎710−2055 所在地根本141の4
フローラル松戸303
知的障がい

相談支援センターエール
☎710−0080 所 在 地 五 香5の10
の3
身体障がい

相談支援事業所みらい
☎368−0670 所在地松戸新田30

松戸地域職業訓練センター講座

Windows7 使用

要申込 定員各先着10人 費用12,000円（当会員事業所または 団 体 会 員メンバーは
10,000 円）
講 座名

日時
午前 = 9: 30〜12 :30
午後 =13: 30 〜16:30

初めてのパソコン＆インターネット
（Windows）

7/12 ㈫〜15 ㈮ 午前

Wordを使った文書作成講座

7/12 ㈫〜15 ㈮ 午後

Word応用講座

7/19 ㈫〜22 ㈮ 午後

Excelを使った表計算講座

7/ 5 ㈫〜 8 ㈮ 午前

Excel応用講座
(Excel経験者）

7/19 ㈫〜 22㈮ 午前

※開催日の7日前に申し込みが2
人に満たない場合は中止。この他
Access基礎講座、PowerPoint基
礎講座、PowerPoint応用講座、デ
ジタル写真はがき講座、Excel講座
（夜間）、日商簿記2級受験講座、マ
ンション管理士・管理業務主任者
受験講座もあります。 ※受講費
用の一部を助成する若年者職業訓
練講座助成金制度の詳細は、電話
で商工振興課☎711−6377へ。

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

あなたの健康

389

お1人暮らしの方へ ―
「あんしん電話」のご紹介
日本は少子高齢化・核家族化・人口減少社会が進んでおります。それに
ともないお1人暮らしの方が多くなっています。松戸市医師会は、これま
で生活圏域ごとに「高齢者支援連絡会」
（現在は「地域ケア会議」）に参加
してきました。この会で多くの関係者が検討した「対応に苦労する人」の
半数が、お1人暮らしの方でした。また松戸市の調査では年間約200人の
方が孤独死されており、この人数は自宅で亡くなる方の3割近くです。孤
独死は全国でも社会問題化しています。
これまでの医療や介護・福祉だけでは対応困難な1人暮らしの方に「何
とか有効な方法がないだろうか」と考え、松戸市医師会員の中から「（1人
暮らし）
あんしん電話」
を創り出し、
5年余り運用しています。
これは医療機関などに設置したパソコンから、あらかじめ約束した日
時に毎週1回、自動的に電話をかけるものです。受信側のお1人暮らしの
方などは電話（携帯電話も可）で、
「問題なし」の場合は「 1」を、
「体調不
良」では「 2」を、
「要連絡」では「 3」を押します。応答結果は発信側のパ
ソコン画面に表示されます。発信側は朝昼夕3回チェックし安否確認を
行い、心配な方には別途電話をおかけして相談に応じるものです。
（緊急
の場合はこれまで通り救急車を活用されて下さい）
このシステムは電話の受け手では一切お金がかかりません。現在市内
5カ所の医療機関などを発信元として稼動しています。地域住民組織を
中心に「松戸あんしん電話地域見守り協議会」が生まれています。地域の
自治会・町会・民生児童委員の人々と連携して見守りしています。
この活動を松戸市が評価し平成27年度から松戸市公認事業となってい
ます。市内全域のお1人暮らしや高齢世帯の方々に、この「あんしん電話」
への参加をお誘い申し上げます。
ご利用ご希望の方は、
松戸市高齢者支援
課
「高齢者あんしん100番」
（☎366−1100）
までお問い合わせください。
松戸市医師会

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

広報まつどは色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいよう、
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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・中学生も観覧料無料です。

21世紀の森と広場内

博物館

〒270−2252 松戸市千駄堀671
☎384−8181
開館時間…9:30〜17:00
（入館は16 :
30まで）
休館日…月曜日（祝・休日の場合は
開館し、翌日休館）
・第４金曜日・く
ん蒸期間（ 6/20 〜27）
・年末年始
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。

6/20㈪〜27㈪は、全館くん
蒸のため休館いたします。

◆ミニ展示「西原文書の世界」
絶賛公開中
北条・里見両軍が激突した国
府台合戦の史料など、戦国時
代の貴重な古文書を展示して
います。
会場常設展示室（常設展観覧
券が必要）
◆ミニ写真展「駅前の風景（流
鉄・東武編）
」
7/1 ㈮〜 9/30 ㈮
内容昭和30年〜60年頃に撮影
された流鉄・東武野田線の写
真を展示 会場常設展示室（常
設展観覧券が必要）
◆ガイドツアー
（総合展示解説）
随時受付
（常設展観覧券が必要）
◆ミュージアムシアター
13:15、
15:15
6/30 ㈭まで（平日）
（土・日曜日、祝日）
15:15
「かつおだし〈日本の味・伝統
食品〜日本人は何を食べてき
たか？」
〈 20分〉
13:15、
7/1 ㈮〜 31 ㈰（平日）
15:15（土・日曜日、祝日）
15:15
「
〈 奇 跡 の 映 像 よ み がえる
100年前の世界〉第1巻 大富

豪カーンの 夢 」
〈 49分〉
会場講堂 定員各回先着80人
（申込不要） 費用無料
◆土日祝のキッズシアター
6/19 ㈰まで 土・日曜日・祝日
13:15
「
〈ふるさと再生 日本の昔ば
なし〉八つ化け頭巾」ほか2話
〈約25分〉
7/2 ㈯〜 30 ㈯ 土・日曜日、祝
日 13:15
「
〈ふるさと再生 日本の昔ば
なし〉織姫と彦星」ほか2話
〈約
25分〉
会場講堂 定員各回先着80人
（申込不要） 費用無料
※講演会のため、7/31㈰13:15
の上映はありません。
◆午前11時の名画座
6/30 ㈭まで 11:00
「
〈珠玉の仏教美術５〉運慶と
快慶」
〈 45分〉
7/1 ㈮〜 31 ㈰ 11:00
「
〈司馬遼太郎と城を歩く第4
巻〉上田城・高取城・洲本城・
丸亀城」
〈 60分〉
会場講堂 定員各回先着80人
（申込不要） 費用無料
◆「博物館を描こう①」
7/24 ㈰ 13:30 〜 16:30
会場実習室 講師美術教員
対象小学4 〜6年生の児童 定
員12人（抽選） 費用無料
7/16㈯〔必着〕までに、往復は
がきに住所・氏名（ふりがな）
・
学年（年齢）
・電話番号を記入し
て、｢博物館を描こう①｣ 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）

7月
常盤平児童福祉館☎387−3320

◆第51回松戸市美術展覧会
6/26㈰午前まで
生涯学習推進課☎367−7810
◆第43回松戸書道教育連盟展
7/15㈮〜17㈰
兼本☎343−6120

松戸駅市民ギャラリー

生涯学習推進課☎367−7810

〈 6/26㈰午前まで〉
彩版画グループ木版画展
安蒜☎365−9821
墨 松 会水墨画展
藤田☎364−3437
〈 6/26㈰午後〜7/7㈭〉
第51回 松 戸 市 美 術
展覧会受賞者展
生涯学習推進課☎367−7810
松戸駅市民ギャラリーの追
加利用募集受付 要申込
対象期間7/8㈮〜21㈭東側・
西側、7/22㈮〜8/4㈭西側、
8/5㈮〜18㈭東側・西側、(計
5枠) ※先着順。
電話で生涯学習推進課☎
367−7810（ 平日 8:30 〜
17:00)へ

21世紀の森と広場

パークセンター
☎345 − 8900

講座は全て申込制。電話でパーク
センターへ（9:00 〜17:00）
開館時間…9:00 〜16:30（ 7/21 〜
8/20は18:00まで）
休館日…月曜日（祝・休日の場合は
開館し、翌日休館）
※みどりの相談室は、水・土・日曜日、
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。

◆自然観察入門講座《夏編》

※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。

㈬15時15分〜16時45分 小金北市民センター
7日㈭・14日㈭15時15分〜17時 稔台市民セン
ター1日㈮・8日㈮・15日㈮ 内容夏まつり準
備
（12日㈫〜15日㈮は夏まつり） 対象小学生

わくわく広場
（わんぱく組）
6日㈬10時30分〜
11時30分 （よちよち組）
７日㈭10時30分〜
11時 （はいはい組）
1日㈮10時30分〜11時
歌の広場2日㈯15時〜15時30分 対象小学 根木内こども館☎315−2985
生以上
ひょうたんの会12日㈫11時15分〜12時 内
卓球広場9日㈯14時〜15時30分 対象小・ 容手遊びとお話 対象乳幼児と保護者
中学生
音楽であそぼう13日㈬10時〜11時 内容リト
（要予約）
おはなし広場12日㈫16時〜16時20分 内容絵 ミックを楽しむ 対象乳幼児と保護者
本のよみきかせ 対象幼児と保護者・小学生
絵本はじめのいーっぽ22日㈮11時20分〜12
中高生の広場
（TAPS）毎週土曜日17時〜19 時 内容読み聞かせと絵本の紹介 対象乳幼
時 内容ブロックス大会他
児と保護者
あそぼう会毎週火曜日
（第2火曜を除く）
16時 工作くらぶ23日㈯13時〜16時30分 内容
〜16時45分 内容ダンスバトル他 対象主 ぱっと花咲くひまわり作り 対象小学生以上
に小学生
パ テ ィ シ ェ 教 室23日 ㈯10時 〜12時 内 容
あそび広場16日㈯・23日㈯・30日㈯15時〜 ケーキづくりを楽しむ 対象小学4年生以上
16時 内容プラバン他 対象主に小学生
（要予約）
わくわくタイム21日㈭・28日㈭10時45分〜 シングルマザーの会23日㈯13時〜14時30分
11時 対象乳幼児と保護者
（要予約）
ザリガニつり体験29日㈮9時30分〜14時
囲碁教室毎週土曜日
（要予約） 対象小学生以上
会場同館集合後、徒歩で21世紀の森と広場へ 野菊野こども館☎331−1144
対象小学3年生以上
（保護者同伴可） 定員先 おやこ DE 広場6日㈬11時30分〜12時 内
着15人
容ようこそおやこ DE 広場へ 対象初めて利
6月21日㈫から、電話で同館へ
用する乳幼児親子
移動児童館☎387−3320
わくわく広場東部スポーツパーク6日㈬10時 中高生タイム①9日㈯②16日㈯③23日㈯④
〜12時 小金北市民センター7日㈭
（なかよ 30日㈯17時30分〜19時30分 内容①④フ
し組）
10時20分から （わんぱく組）
11時か リータイム②野菊野食堂③野菊野塾 対象中
ら 稔台市民センター1日㈮・8日㈮
（なかよ 学・高校生
し組）
10時20分から （わんぱく組）
11時から 森のこども館☎331−1144
（21世紀の
内容体操、手遊び
（6日㈬〜8日㈮は夏まつり） 森と広場内森の工芸館）①2日㈯
〔雨天時3日
あそぼう会古ケ崎市民センター5日㈫・12日㈫ ㈰順延〕②3日㈰③30日㈯④31日㈰ 内容①
15時〜17時 柿ノ木台公園体育館6日㈬・13日 じゃがいもほり②〜④森の中で遊ぼう！
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。

座学で学び野外で楽しく観察
〜夏の自然と虫のくらし〜
7/2 ㈯ 10：00 〜 15：00
講師東葛しぜん観察会 定員
先着30人 費用無料
◆常緑樹（ツバキ他）のさし木
7/10㈰13:30 〜15:00
講師みどりの相談員・野口宣
二氏 定員先着24人 費用無料
◆いきもの調査隊 水の中の
いきものを調査せよ！
7/23 ㈯ 10:00 〜 11：30
講師自然解説員・相澤章仁氏、
佐々木雅裕氏 定員先着25人
費用無料

戸定歴史館
☎362−2050

開 館 時 間 … 9:30 〜 17:00（ 入 館 は
16:30まで）
休館日…月曜日（祝・休日の場合は
開館し、翌日休館）
入館料…共通券一般240円など
個別券一般150円など

◆「プリンス・トクガワ 徳
川昭武が歩んだ幕末・明治」
6/19㈰まで
※ 展 示 替 え の た め6/20㈪ 〜
7/15 ㈮ の間、 休館となります。
◆戸定邸庭園ガイドツアー
―庭園復元プロローグ！―
① 6/26 ㈰② 7/2 ㈯
各 13:30 〜 15:00
定員先着各30人 費用 戸定邸
入館料
6/16㈭から、電話で同館☎
362−2050へ

※申し込みは、
全て当日会場で。

◆グラウンド・ゴルフ教室
6/26㈰9:00 〜12:00 会 場 東

漸寺本堂裏広場（駐車場使用不
可）
スポーツ推進委員・堀
☎344−1735
◆軽スポーツ教室
6/26㈰9:00 〜12:00 会 場 常
盤平第一小学校 内容グラウン
ド・ゴルフ・ソフトバレーボー
ル・バドミントン等
スポー
ツ 推 進 委 員・ 小 暮 ☎090−
4012−7686
◆カローリング初心者教室
6/26㈰13:00 〜15:00 会場南
部小学校 対象小学生以上
スポーツ推進委員・平出☎367
−5457
◆①健筋運動②簡単フラダンス
7月 の 毎 週 ① 木 曜 日 ② 金 曜 日
（7/15を除く）10:00 〜10:50
会場運動公園 対象①60歳以上
②18歳以上の人(初心者可) 持
ち物①上履き 定員各先着25人
費用1回500円
同公園☎363
−9241
◆スポレク六実六高台グラウン
ド・ゴルフ大会
7/3㈰9:00 〜12:00 会場六高
台スポーツ広場 費用100円
スポーツ推進委員・伊藤☎
090−8027−8076
◆ファミリーグラウンド・ゴルフ
教室
7/3㈰9:00 〜12:00 会場根木
内小学校 対象初心者(用具の貸
し出しあり)
スポーツ推進
委員・市村☎342−6190
◆親子体操教室
7/31㈰、8/7㈰各9:30 〜11:00
会場新松戸西小学校 対象5歳
から小学2年生までの子どもと
保護者
電話でスポーツ推進
委 員・ 高 田 ☎090−8496−
3396へ

聖徳大学短期大学部 松戸子育てカレッジ
講座名

日時

会場
（聖徳大学）

7/1〜 29 の 毎 週 金
曜日10：00〜12：00
子育て広場 ※ 7/1は保育者のたま
10号館
① ―おやこで ごのサマーコンサー
3階
ゆるりん ト、 7/29 は おやこ
で ゆるりん 講座
「いっしょにおどろう」
。
子育てサ
ポーター講 7/8㈮
②
座
10：00〜 11：00
要申込
保護者のた
7/16㈯
③ まごのおは
11：00〜 11：30
なし会

内容等
内容安心して過
ごせる地域の親
子交流の場
対象2歳までの子
と親

内容子どもの病
気と予防接種
10号館
講師同大学教員
5階
対象祖父母を含
む子育て終了世代
川 並 弘 昭 内容聖徳短大生
記 念 図 書 による絵本の読
館 内 こ ど み聞かせ、パネ
も図書館 ルシアター等

定員 ②のみ先着40人 費用各100円
②のみ電話または Eメールで聖徳大学知財戦略課
☎365−1111(代表）、 tancoc@seitoku.ac.jpへ
子育て支援課☎366−7347

松戸市町会・自治会連合会と市が
基本協定を締結
5月24日に市民会館で松戸市町会・自治会連合会発足式が行
われ、連合会と市は新たなパートナーシップ
（協力関係）
を築く
ための
「基本協定」
を締結しました。今後は町会・自治会等に地
域と市との窓口の役割を担っていただき、各地域で意見交換会
を開催するほか、地域活性化に向けた活動に対し交付金を支給
するなど連携を進めていきます。
また、同日、町会・自治会等と市との
間で、それぞれの地域のために長年尽力
をされた市政協力委員の皆さんに、市長
が感謝状を贈呈しました。
市民自治課☎366−7318
高齢者支援課☎366−7343
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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、助成 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

◆あおぞら体操クラブ体験教室
6 月 17 日㈮・24 日㈮、7 月 1 日㈮・
8 日㈮各 15 時〜 16 時
小金原市民セ
ンター
先着 10 人
1 回 500 円
電話であおぞら体操クラ
ブ・八木☎ 348−5565 へ
●ギター入門講習会
6 月① 17 日㈮・24 日㈮ 18 時〜 21 時
② 18 日㈯・25 日㈯ 13 時〜 16 時、16
①稔台②東部各市民セン
時〜 19 時
1 回 2,000 円 ※楽器等貸し出
ター
ウエーブ・吉田☎ 090−4395
しあり
−5664
助成 当事者から学ぶ認知症講座「あな
たは親の介護が出来ますか」
6 月① 18 日㈯② 29 日㈬各 13 時 30
①新松戸②明各市民
分〜 15 時 30 分
各先着 15 人
各 500 円
センター
電話で介護・認知症の家族と歩む会松
戸・北川☎ 090−5509−5398 へ
●英語でのスピーチ・プレゼンテーショ
ン・論評力を研くデモミーティング
6 月 18 日 ㈯、7 月 2 日 ㈯・16 日 ㈯、
8 月 6 日㈯各 14 時 30 分〜 16 時 30 分
稔台市民センター
就活・ビジネス
18 歳以上の
に必須の英語力を研く
筆記用具
松戸トーストマス
人
ターズクラブ（英語クラブ）
・滝本☎ 090
−1665−6900
◆稔台フレンド寄席
① 6 月 18 日㈯② 7 月 16 日㈯各 19 時
オオイ文化センター（新京成み
から
① 桂 伸力② 笑 福亭希
のり台駅下車）
光
200 円
稔台フレンド
クラブ・小林☎ 367−6579
●健康体操教室
6 月 22 日㈬、7 月 6 日㈬・13 日㈬各
常盤平体育館
9 時 30 分〜 11 時
ストレッチ、リズム体操等
60 歳以上
1 回 500 円
の人（初心者歓迎）
当日会場で
常盤平トキワクラブ・南
沢☎ 385−4001（夜間のみ）
●スケッチ講習会（水彩画）
6 月 25 日㈯ 10 時プラーレ松戸 5 階出
口集合〜 12 時解散
松戸中央公園（雨
天時は稔台市民センター） ※見学可。
持っている人は水彩画道具
当日会
土曜スケッチ会・平山☎ 090−
場で
8009−7914

◆けん玉教室（指導と段級認定）
6 月 25 日㈯ 14 時〜 16 時
六実市
民センター
電話で昔のあそびと遊ぼ
う会・白石☎ 387−1522 へ
◆狭山事件現地学習会
6 月 26 日㈰ 8 時松戸駅みどりの窓口
前集合、18 時同駅解散〔雨天決行〕 先
300 円（別途交通費） 電
着 25 人
話で狭山事件にとりくむ東葛住民の会・神
林 ☎ 343−3803 へ
◆股関節柔軟体操体験会
6 月① 26 日㈰ 10 時〜 11 時 30 分②
① 市民
29 日㈬ 13 時 30 分〜 15 時
会館②勤労会館
① 15 人② 9 人
500 円
電話で同会・山本
本
☎ 090−3315 −4883 へ
●松戸市合唱交歓会
6 月 26 日㈰ 11 時 30 分〜 17 時
森のホール 21 大ホール
参加 27 団体
松戸市合
と松戸第一中学校の演奏会
唱連盟・加藤☎ 384−6079
◆障がいのある子の普通学級への入園、
入学相談会
6 月 26 日㈰ 13 時 30 分〜 16 時
ふれあい 22
300 円（資料代）
当
松戸・きみがいるからおも
日会場で
しろい会・仲井☎ 090−3517−6087
●民話のつどい
6 月 26 日㈰ 14 時〜 16 時
子ども
千葉県の民話の語
読書推進センター
中学生以
り、子ども達による落語等
6 月 26
上 500 円（小学生以下無料）
日㈰ 12 時までに、FAX で松戸子どもの文
化連絡会・﨑野☎ 703−9897 へ
◆コーラス体験会「故郷」を三部合唱
6 月 29 日㈬ 10 時 30 分〜 12 時
しんまつど幼稚園
先着 20 人
電
話で新松戸女声コーラス・池本☎ 347−
1950 へ
◆松戸国際高等学校「松耀祭」
7 月 2 日㈯ 9 時〜 14 時
松戸国際
高等学校（PTA バザー 11 時〜 13 時）
同校・羽鳥☎ 386−0563
◆あじさい寺えだ豆歴史散歩
7 月 2 日㈯ 13 時〜 15 時
JR 北小
先着 20 人
金駅本土寺側通路集合
500 円（小学生以下無料） 電話で松戸
生涯学習会・須藤☎ 090−3346−1475
へ

●タンゴ・ジャイブ講習会〔全 3 回〕
FAX で NPO 日本タンゴセラピー協会・
7 月 2 日〜 16 日の毎週土曜日 13 時
本多 369−2977（☎ 361−5088）へ
〜 15 時 30 分
八ケ崎市民センター
●松戸市レディース卓球大会
JCF スタンダード・ラテン A 級・安部
7 月 5 日㈫ 9 時から
運動公園体育
邦臣氏
中級者
3,000 円
八ケ
館
ランク別抽選ダブルス 3 組による
崎ダンスサークル・大場☎ 080−1579 −
団体戦（5 〜 6 人）
市内在住・在勤の
4358（昼間のみ）
1 人 800 円
6 月 25 日㈯ま
女性
◆三士合同無料相談
でに、電話で松戸市レディース卓球連盟・
7 月 2 日㈯ 13 時 30 分〜 16 時 30 分
武井☎ 090−4628−5244 へ
千葉県弁護士会松戸支部
先着 24 人
●タンゴ・チャチャチャ講習会（中級者）
6 月 22 日㈬ 10 時から、電話で同会支 〔全 3 回〕
部☎ 366−1211 へ
7 月 7 日 ㈭・14 日 ㈭・28 日 ㈭ 各 19
●菊作り講習会（だるま菊）
稔台市民センタ−
時〜 21 時
7 月 3 日㈰ 13 時 30 分〜 16 時
プ
ＪＤＣスタンダ−ド A 級・田原健二氏
レイハウス榎本（八ケ崎ビッグ A 裏）
3,000 円
電話でクルミダンス・大
千 松 菊花会・菊地☎ 365−7206
場☎ 080−1579−4358（昼間のみ）へ
◆食とタンゴセラピーを使った認知症予
◆障害年金無料個別相談会
防講座
毎月第 2 木曜日 13 時 30 分〜 16 時
7 月 4 日㈪ 11 時 20 分〜 12 時 40 分、 30 分（8 月を除く）
池松ビル（柏駅
明
20 日㈬ 12 時 30 分〜 13 時 40 分
下車） ＮＰＯみんなでサポートちば☎
先着 50 人
300 円
市民センター
043−301−2311

伝統文化親子教室

伝統文化こども生け花教室

①6月18日㈯②7月2日㈯各14時〜 15時 会場①稔台
②八柱各市民センター 対象幼児〜高校生 費用1回2,000円
華道育成会・藤平☎090−2909−6159

伝統文化いけばな親子教室〔全10回〕

6月18日㈯、7月16日㈯、9月10日㈯・24日㈯、10月15日㈯、11月12日㈯、
12月3日㈯・26日㈪、平成29年1月14日㈯・29日㈰各9時〜 10時または10時
〜 11時 会場上本郷倶楽部（明治神社内） 対象小・中学生とその保護者 費用
1回900円
（初回のみ保険代900円）
松戸・北松戸地区伝統文化いけばな親子教室代表・須賀☎303−3188

松戸古典舞踊親子教室〔全15回〕

6月〜平成29年1月の毎月①第1・3土曜日②第1・3日曜日各15時〜16時 会場
①八柱市民センター②市民会館 内容日本舞踊の体験、着付けや作法 持ち物
浴衣・帯・ひも・たび
（貸し出しあり） 対象幼児〜中学生 費用無料
電話で松戸日本古典舞踊連盟・町山☎362−1649へ

プラネタリウムイベント
市民会館☎368−1237

※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。

新松戸・版画バンバン
毎週水曜日13時〜16時
青少年会館
描いた絵をもとに版画を彫りそれを紙に
月1,000円（入会金2,000円）
摺る
渡辺☎348−3919
モハラワヒネフラダンス
毎月第1・第3金曜日、第2・第4水曜日
矢切公民館
室内履き
9時〜12時
月2,000円（入会金なし）
玉越☎
367−9712
ハピネス（バドミントン）
毎週水曜日11時〜15時
小金原体育
女性
月2,000円（入会金1,000
館
円）
丸森☎090−4129−8803
健友会（ストレッチ、健康体操）
毎週土曜日15時〜16時30分
運動公
園小体育室他
成人女性
月2,000円
（入会金1,000円）
須田☎342−2064
馬橋東ペン習字サークル
第2・4月曜日9時〜11時
馬橋東市
月1,600円（入会金1,000
民センター
円）
髙山☎364−8753
カンフーキッズ松戸
月3回金曜日17時〜18時30分
運動
月4,000円（入会金10,800円）
公園
山口☎090−3927−9441
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健康体操ひまわり（ストレッチ、リズム
体操）
毎週月曜日（第4月曜を除く）9時20分
小金原体育館
女性
〜10時50分
月1,500円（入会金1,000円)
小口☎
343−1596
健康体操さざんか(ストレッチ、リズム
体操)
毎週水曜日9時20分〜10時50分
小
成人女性
月2,000円
金原体育館
笠原☎342−6431
（入会金1,000円）
ミニバスケットボール松戸ベアーズス
ポーツ少年団
毎週火・金曜日夜、土・日曜日昼
柿
小学生（未就学児可）
ノ木台小学校他
月2,000円（入会金1,500円）
山本
☎361−4110
歌王会
毎月第2・4火曜日13時〜16時30分
歌謡スタジオ「歌練」
1回1,200円、
ビクター講
年1,000円（入会金なし）
師
橋本☎346−0537
大人のぬり絵・水彩画サークル
月2回月曜日13時〜15時
新松戸市
各回1,250円（入会金な
民センター
し）
佐藤☎345−8112

共通 会場同館プラネタリウム室（NAOKO SPACE PLANETARIUM）

①キッズ・デー
「たなばた」
7月2日㈯・3日㈰ 投影開始時刻10時 30分、13時
30分、14時30分、15時30分（1回約20分） 内容
たなばたの話と楽しい星空案内 定員先着各 80人
費用50円（中学生以下無料）

②星空観望会

要申込

7月9日㈯ 18時 30分〜 20時 30分 内容星空案内と天体望遠鏡での観望
（雨天曇天時はプラネタリウムのみ） 定員先着 80人
（中学生以下は保護者
同伴） 費用無料
電話で同館☎368−1237へ

夏の天文教室「親子で作ろう！
手作りプラネタリウム」 要申込

7月28日㈭10時〜 11時30分 会場同館会議室
対象市内在住の小学生と保護者 定員15組30人
（抽選） ※重複応募は無効。 持ち物はさみと
単3電池2本 費用無料
7月10日㈰までに、Ｅメールに児童と保護者
氏名（ふりがな）
・学年・携帯電話番号・住所・Eメ
ールアドレスを記入して mc shiminkaikan@
city.matsudo.chiba.jpへ

5月は防災行政無線で4件の行方不明高齢者の探索を行い、全て発見されました。

2016.6.15
（平成

市の公式ホームページ

松戸市安全安心情報

右のQRコードを読み取ること
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。

年）
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モバイル版

松戸市の魅力をPR！

企画編集

「松戸やさしい暮らしガイド」
を発行しました

市民の皆さんと一緒に、松戸市の魅力を市民目線で
発信している、情報共創型のプロジェクトチーム「まつ
どやさしい暮らしラボ」では、「やさシティ、まつど。」
＝やさしい街・松戸市の 暮らしやすさ や 子育ての
しやすさ を市内外の多くの人に知ってもらおうと、情
報マガジン
「松戸やさしい暮らしガイド」
を発行しました。
今後、市外の駅やスーパー、市内の施設などで配布
して、松戸市の魅力を市内外へとPRしていきます！
※「松戸やさしい暮らしガイド」は、市ホームページで
もご覧いただけます。
広報広聴課シティプロモーション担当室☎366−7320

パティシエ

松戸やさしい
暮らしガイド

パラダイスエア・ショートステイ・プログラム
市は国内外の芸術家の滞在・制作活動を支援しています。
はじめ

加藤甫
（日本）・カメラマン
滞在予定7月1日㈮
〜3日㈰

パン・イーシェン
（中国）・美術家
滞在予定7月11日㈪
〜18日㈷

フランスから来る写真家と一緒に、
写真館のような記念写真や、合成技
術を使った空想旅行写真を体験でき
る、ワークショップ「青空写真」をア
ートパーク9で開催します。

最近は中国語の発音を、キャンディ
ーで形どった作品を制作しました。
皆さんのことを知れること、私たち
の知識や経験、視点を交換できるこ
とを楽しみにしています。

※アートパーク9の詳細は4面をご覧ください。

誰もが、つながる
社会を目指し、
心のバリアフリーを発信

http://paradiseair.info/
（一社）PAIR☎364−8832、文化観光国際課☎366−7327

姉妹都市締結45周年を記念して
ホワイトホース市を訪問
本郷谷市長、大井市議会議長を
はじめ、公募の市民を含めた総勢
53人におよぶ訪問団が、姉妹都市
であるオーストラリアのホワイト
ホース市を訪問しました。姉妹都
市締結記念日の5月12日には姉妹
都市締結再調印式が行われ、松戸
左からフィリップ・ドー市長、本郷谷市長、大井議長
市とホワイトホース市は今後も更
なる友好を深めていくことになりました。そのほか、メルボルン郊外の市
場での松戸市の特産品のＰＲも行われ、ホワイトホース市内で行われた
「ジャパンフェスティバル」では松戸観光写真展・スーパー紙トンボの展示
や松戸手作り甲 冑 愛好会による甲冑パフォーマンスが行われました。
文化観光国際課☎366−7327

むら

やす
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2015年12月に念願の洋菓子店
「パティスリー みつ葉とはーと」
を牧の
原にオープンさせた西村さん。
「自分のケーキを食べてもらって、おいしか
ったと言ってもらえることが一番うれしい。生クリームの味は誰にも負け
ない自信があります」と、こだわりのケーキ
を毎日ショーケースに並べています。
西村さんが子どもの頃に、母がたくさんお
菓子を作ってくれ、その手伝いをしているう
ちに自分でもお菓子を作ってみたいと思うよ
うになりました。高校卒業後、東京都の結婚
式場・レストランを経営する老舗企業に就職
し、ケーキやデザート作りに携わります。
しかし、19歳の時、仕事中に材料が入った
袋を持ち上げられなくなりました。診断は
「筋ジストロフィー」
。それでも42歳までケー
キ作りに没頭しましたが、病状は徐々に進行
し、日常生活にも影響が出始めたため退職す
ることに。
妻・加代子さんと二人三脚で
ケーキを作る西村泰久さん
退職後は気分も落ち込んでしまい、半年ほ
ど家に引きこもったとのこと。しかし、知り合いから電動車いすの利用を勧
められ、徐々に外出の楽しみを取り戻しました。その後、
「人の役に立ちた
い」
という思いから、小学校や高校で自身の体験を話したり、お菓子作り教室
を開きます。その活動の中で、子どもの頃からの夢だった洋菓子店を開くと
いう気持ちが再燃。妻の加代子さんと協力して店をオープンさせました。
「障がいのある方・ない方がお互いを認め合う社会になってほしい。自 分
も店は持てないと思っていたが、あきらめなければ必ず夢はかなう」と、こ
れからもケーキ作りや講演を通して自身の体験を発信し続けていきます。

賢 志 さん・夏 恵さん
食を通じて出 会いつながった私 たち二人なの
で、将来はいろいろな人が集う大きな食卓を設
けてその仲間たちと一緒に子どもを育てていけ
たらなと思ってます。
新婚カップル（入籍後2年以内）
・赤ちゃん（応募時に満2
歳未満）の写真募集中!
直接またはＥメールに写真データ、件名・住所・氏名(ふ
りがな)・名字掲載希望の有無・生年 月（赤ちゃんのみ）
・電話
番号・コメント50文字以内・市ホームページ掲載希望の有無
を記入して、〒271−8588 松戸市役所 広報広聴課
mckouhou@city.matsudo.chiba.jp（☎366−7320）
へ

国際交流員が松戸の魅力を紹介します

エリンが行く、どこでもマツド！
Here comes Erin!

アートで姉妹都市友好を祝う
2016年、松戸市とオーストラリアにある
ホワイトホース市は、
1971年5月12日に姉
妹都市として提携してから45周年を迎えま
した。この重要な節目の年を祝うため、松戸
市国際交流協会
（MIEA）
はホワイトホース市
と協力し、小学生向けのアートエクスチェン
ジ・プロジェクトを企画しました。寒風台小
学校の児童が描いた作品がホワイトホース市
に送られ、5月中の１カ月間ボックス・ヒル・
アート・センターに展示されました。ホワイ
トホース市の児童が描いた作品は市立博物

にし

西 村 泰 久 さん

館と市役所1階の連絡通路に展示しました。
いいアイデアでしょう？
両市の児童たちの作品にはそれぞれの文化
の薫りがありました― 風景、スポーツ、
食べ
物までも異なっていました。生徒たちの作品
を見ていたら、ホワイトホース市から10分ほ
どの隣町で過ごした自分の子ども時代のこと
を思い出しました。児童たちの作品に描かれ
た"オージー"の背景が懐かしかったです！

Celebrating sister-city friendship with art
Matsudo City and the City of Whitehorse in Australia recently
celebrated 45 years of sister-city friendship. To commemorate this
exciting milestone, the Matsudo International Exchange Association
(MIEA) and the Whitehorse City Council collaborated to arrange
an art exchange project for primary school children. Students from
Samukazedai Primary School in central Matsudo had their paintings
sent to Whitehorse and exhibited in the Box Hill Community Art Centre
during May. And in exchange, student artwork from Whitehorse was
exhibited in the Matsudo Municipal Museum and at City Hall. Nice idea,
right?!
Each group's paintings had their own cultural flavour - distinct
landscapes, sports, and even foods. The Aussie imagery was a 'blast
from the past' of sorts for me, reminding me of my own childhood
spent just 10 minutes away in the city adjoining Whitehorse!
気軽に連絡してください！ Please contact me anytime!
mccir@ city. matsudo.chiba.jp（English・日本語・Español = OK!）
文化観光国際課 ☎710 −0448

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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