
生涯学習推進課
が支援する

市民自主企画講座

　2回分のプラネタリウムチケット半
券と引き換えで、2カ月ごとに絵柄が
変わるカレンダーをプレゼント！ 子
どもには手作りプラネタリウムキット
もプレゼントしています。 ※カレン
ダーに使用する星景の写真を募集して
います。詳しくは市民会館にお問い合
わせください（☎368－1237）。

①７・８月のキッズ＆ジュニアアワー「さそり座のおはなし」
投影開始時刻13時30分、14時30分（1回約20分）
内容やさしい星のお話とさそり座に伝わる物語
②７・８月の新番組「わくわく！太陽系惑星めぐり」
投影開始時刻10時30分（文字解説付き）、15時30分
（1回約40分） ※水・木曜日は15時30分のみ。
内容今夜の星空と、太陽系やその惑星の話

星空カレンダー
を手に入れよう！

　プラネタリウムは、私も小学生の頃から好きな場所です。プラネタリウムの星空を眺めていると、広大
な宇宙を、そして遥かな時の流れを感じます。
　今年の夏は、ペルセウス座流星群が8月12日に極大になります。その頃、国際宇宙ステーションに滞在
中の大西卓哉宇宙飛行士も、宇宙から見ているのではないでしょうか。
　皆さんも夏休みにたくさんの星空体験をしてくださいね。

　昭和53年に開設された市民会館プラネタリウム室は、
松戸市出身の宇宙飛行士・山崎直子さんの名をとった
「NAOKO SPACE PLANETARIUM」の愛称で親しま
れています。季節に合わせたさまざまなプログラムを、
ライブ解説とともにお楽しみください。

　プレゼント　イベント 市民会館☎368－1237

松戸市天空スーパーアドバイザー兼松戸市民会館名誉館長　山崎直子

 投影日7月9日㈯～8月28日㈰の毎週土・日
曜日、祝日と夏休み期間中（7月21日㈭～8月31
日㈬）の水・木曜日　定員各先着80人　費用中
学生以下無料、大人50円　※投影開始30分前か
ら2階で受け付け。

N A O K O  S P A C E  P L A N E T A R I U M

宇宙に思いを馳
は

せて

夏休みにたくさんの星空体験を

市民会館プラネタリウム室
の投影機は、開館当初から
使われている、日本に数台
しかない貴重な機械です。

美しい星空の写真入り

～人工衛星・宇宙ステーションの役割～〔全2回〕

7月24日㈰〔必着〕までに、往復はがきまたは申し込みフォームに講座名・郵便番
号・住所・参加する子どもと保護者の氏名・ふりがな・年齢・性別・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　生涯学
習推進課へ
※定員に満たない場合は7月25日㈪から電話受け付け。
※申し込みフォームで申し込んだ人には、7月29日㈮までに mcsyogaigakusyu-
kouza@city.matsudo.chiba.jpから抽選結果の連絡をします。受信可能な設定にしてください。 

　プラネタリウムと筑波宇宙センターを訪ね
て宇宙を身近に感じましょう。
8月①17日㈬10時～12時②20日㈯11時～16
時30分　会場市民会館他　講師J

ジャクサ

AXA職員ほ
か　対象おおむね小学校高学年の子どもと保
護者　定員親子計40人（抽選）　費用無料

生涯学習推進課☎367－781021宙
そ ら

の会宇宙をもっと知ろう

申し込みフォーム
QRコード

市民会館☎368－1237

要申込

7/1
2016（平成28年）

No.1548

●7月10日㈰は参議院議員通常選挙
●夏の青少年教室
●ごみの分別にご協力ください
●まつど健康マイレージが始まります
●すてきなパートナーを見つけませんか
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　　　　　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！　問同給付金コールセンター☎366－8192

      平成28年度分国民年金保険料

投票所整理券 投票所整理券（刷り色は、
こげ茶色）は、三つ折りの圧着はがきで郵
送します。はがきの表面右下からはがすと、
1枚のはがきにつき同一世帯の最大4人ま
での整理券が記載されています。投票の際
は、自分の記載部分を切り離してお持ちくだ
さい。はがきの破損・紛失、未着の場合も、
松戸市の選挙人名簿に登録されている人で
あれば投票ができます。
投票できる人  平成10年7月11日までに
生まれ、平成28年3月21日までに松戸市に
転入の届け出をし、引き続き居住している人。
※3月22日以降に松戸市へ転入した人は、旧
住所地の選挙管理委員会へお問い合わせくださ
い。

市内転居した人  6月11日以降に市内転居を
した人は、旧住所地の投票所での投票にな
ります。

　国民年金に加入中の20歳以上60歳未満の人が保険料の免除を受けるには、申請が
必要です。年金手帳・印鑑を持参して、国民年金課、各支所または松戸年金事務所で
申請してください。日本年金機構で審査・決定を行い、結果通知が送付されます。 
※本人・世帯主・配偶者の平成27年度分の所得の詳細が不明な場合は、国民年金課
で申請してください。
免除対象期間7月～平成29年6月（過去2年分の申請も受け付けています）
対象前年所得が一定以下の人（下表参考）、失業により保険料を納めることが困難な人
※申請者・配偶者・世帯主が平成27年1月1日以降に失業している場合は、雇用保険
受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など退職の事実が分かる公的機関の書類を持
参してください。

　市役所・各支所の時間外にも証明書の発行を受け付けています。 
※戸籍の届け出、引越しの手続き等、一部受け付けていない業
務もあります。
受付時間平日10時～20時、毎週土曜日と毎月第2・第4日曜日
9時～17時(祝日を除く)　場所松戸駅新京成線改札口前　取扱
証明書住民票の写し・各種年金の現況証明・住民票記載事項証明
書・不在住証明書・戸籍謄抄本・除籍謄抄本・身分証明書・戸籍
の附票の写し・不在籍証明書・印鑑登録証明書・税証明書等
※平日17時以降の住民税証明書・住所証明書・納税証明書の

松戸市避難行動要支援者の登録とは
　災害時に、自力で避難することが困難な高齢の人や障がいのある人(避難行動要支援者)
を、本人の希望に基づき、あらかじめ市の名簿に登録します。
登録された名簿の活用
　災害時等に地域で速やかに避難や安否確認等が行われるように、市と町会・自治会など避
難を支援する人の間で共有します。
対象者介護認定者(要介護３・４・５)、障がいのある人(身体障害者手帳１・２級他)、独り暮ら
しの高齢者で、自宅で生活し、地域の避難支援が必要な人　登録方法８月上旬に対象者に送
付する必要書類に記載し、返送　
※登録には、個人情報を避難支援等関係者に提供することに同意する必要があります。 

①松戸市役所 本館２階　大会議室　※
②常盤平市民センター １階　第１会議室
③小金支所（ピコティ西館） ３階　待合室(エレベーターあり)
④小金原市民センター ２階　会議室(エレベーターあり)
⑤六実市民センター 別館2階　第１会議室(エレベーターあり)
⑥新松戸市民センター １階　コミュニティ会議室
⑦総合福祉会館 １階　ロビー
⑧東部クリーンセンター 管理棟１階　大会議室
⑨馬橋集会所(王子神社内) １階　集会室
⑩ダイエー新松戸店 3階　紳士服売り場奥(エレベーターあり)

期日前投票期間①6月23日㈭～7月9日㈯②～⑩7月2日㈯～9日㈯
投票時間①～⑨8時30分～ 20時⑩10時～ 20時
※車椅子で①の会場にお越しの際は、新館のエレベーターで２階に昇り、新館
と本館の連絡通路にある車椅子用階段昇降機をご利用ください。

扶養人数 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除

① 3人 所得 162万円 230万円 282万円 335万円
（夫婦・子2人） 収入 257万円 354万円 420万円 486万円

② 1人 所得 92万円 142万円 195万円 247万円
（夫婦のみ） 収入 157万円 229万円 304万円 376万円

③ 扶養なし 所得 57万円 93万円 141万円 189万円
収入 122万円 158万円 227万円 296万円

※本人だけでなく、配偶者や世帯主も各段階の免除基準に該当する必要があります。
※①②は、夫か妻のどちらかに所得（収入）がある世帯の場合です。
※一部免除の所得額には、標準的な社会保険料控除額が含まれています。

期日前投票所（１階もしくはエレベーターが設置されています）

問（登録について）地域福祉課☎366－3019、 366－1392、 mccomhukushi@city.matsudo.chiba.jp
　 （防災全般）危機管理課☎366－7309、 368－0202、 mckikikanri@city.matsudo.chiba.jp

各投票所の地図等の詳細は、市ホームページに掲載しています。
問選挙管理委員会事務局☎366－7386　〔投票日当日の問い合わせは☎366－7222（7時～21時）〕

問同センター☎331－8780、市民課☎366－7340

明第１明第１・・東部東部・・常常盤盤平平団団地地地区で地区で
松戸松戸市市避難避難行動行動要支援者名簿登要支援者名簿登録録が始まりますが始まります

投票時間7時～ 20時　「まず一票　そこから未来が　動き出す」（千葉県統一標語）

をご利用ください

にある

行政サービス
センター

問国民年金課
☎366－7352を受け付けます免 除 申 請

免除対象となる所得（収入）の目安

情報の提供

名簿への
登録を申請

災害時等の
避難支援・
安否確認など

参議院議員通常選挙の投票日です7月月10日㈰千葉県
明るい選挙
シンボルキャラクター
せんきょ君

代理投票制度  投票所で自ら投票用紙
に記入できない人に代わって、係員が
投票用紙に代理記入します。また、点
字器・点字用投票用紙を備えてあります
ので投票所係員にお申し出ください。
選挙公報  選挙公報は、7月7日

㈭までに、新聞各紙（朝日・産経・千
葉日報・東京・日経・毎日・読売）の
朝刊に折り込み、配布します。また、
市役所、各支所・市民センター、市立
図書館などの公共施設でも配布します。

開票  7月10日㈰21時15分
から、松戸運動公園体育館で行います。

期日前投票  投票日当日、仕事やレジャーなどの予定があり投票に行
けない人は、期日前投票をご利用ください。
※「期日前投票宣誓書」は、投票所整理券の裏面に印刷されている他、各期
日前投票所にあります。また、市ホームページからダウンロードも可能です。

※すでに登録が始まっている地区に住む人についても随時受け付けていますので、登録を希望する場合はお問い合わせください。

支援を希望する人
（高齢者・障がいのある人など）

支援する人
（町会・自治会、民生委員・
児童委員、隣近所の人など）

市役所
供

1

2

3

申請は翌日以降の平日のお渡し
になります。土・日曜日は取り
扱いません。
※各種証明書発行の際は、事
故防止のため、本人確認を厳
格に行っていますので、ご協力
をお願いします。

※投票日当日に松戸市
の投票状況や開票速
報・結果をホームページ
http://www.senkyo-

sokuho.net/index.html
でお知らせします。

選挙速報
ホームページ

●広報まつど　2016年（平成 28年）7月1日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。 　

　

　フードバンクは、企業や個人から寄付
された食品を、生活困窮者や福祉施設
などに無償で提供する活動です。
　松戸市社会福祉協議会では、千葉県
内で活動している団体「フードバンクち
ば」と連携し、皆さんからの食品の寄
付を受け付けています。
受付平日の8時30分～ 17時に直接（社
福）松戸市社会福祉協議会（☎368－
0503、松戸市上矢切299の1総合福
祉会館内）へ

対象食品
穀類（平成26年度産までのお米、麺類、
小麦粉等）、保存食品（缶詰、瓶詰等）、
インスタント食品・レトルト食品、飲料
（ジュース・コーヒー・お茶等）、ギフ
トパック（お歳暮・お中元等）、乾物（の
り・豆など）、調味料各種、食用油
※原則として未開封で賞味期限が２カ月
以上あり、常温保存が可能な食品。

●地域の福祉活動　ふれあい会食会やふれあい・いきいきサロン、子育てサロン等の地域のふれあい活動
　問地区社協支援センター☎362－5963

●ボランティアの育成・支援
　問ボランティアセンター☎362－5963

●家事や介護等の援助　家事や介護等の在宅福祉サービスの提供
　問たすけあいセンター・ふれあいサービス☎368－2941

●家事等の援助　介護保険要支援の認定等を受けている人を対象に、生活支援サービスの提供
　問たすけあいセンター・訪問型元気応援サービス☎712－0311

●育児等の援助　育児の援助を受けたい人と援助をしたい人を会員とした、育児の助けあい活動
　問まつどファミリー・サポート・センター☎330－2941

●高齢者・障がい者のための金銭の管理等の支援　日常的な福祉サービスの利用援助や金銭管理等
　問相談センター日常生活自立支援事業☎368－0349

●日常生活の悩みに相談員が助言・情報提供　市内6カ所で福祉相談所を開設
　問相談センター福祉なんでも相談☎368－1333

●低所得者向けの貸付と援助・指導　教育資金をはじめ、比較的所得が少ない
   世帯や障がい者・高齢者世帯を対象に、用途に応じた貸し付けと必要な支援・指導
　問相談センター生活福祉資金等貸付事業☎368－0912

●生活に困っている人への支援　
　自立した生活を送ることができるよう専門性を有する支援員が支援
　問松戸市自立相談支援センター☎366－0077

●65歳以上の就労希望者への就労のあっせんおよび生活相談
　問高齢者無料職業紹介所☎365－4712

　松戸市防火協会では、住宅用火災警報器の取り付けが困難
な65歳以上の高齢者のみの世帯を対象に、取り付け作業を支
援します。※電池式のものに限ります。
取り付け作業平日９時～16時までの間に行います
（申込内容確認後、取り付け日付の調整を行います）

フードバンク活動
にご協力
ください

住宅用火災警報器の
取り付けを支援します 要申込

問介護制度改革課☎366－4101
　市では、地域の企業・団体等の協賛を得て、高齢者の元気を維持増進する応援をしています。
※随時協賛団体を募集していますので、詳細はお問い合わせください。
※応援内容の詳細等については市ホームページをご覧ください。

高齢者の元気応援キャンペーン協賛団体をご利用ください

応援内容 団体名 問い合わせ先
通いの場　「ふれあいの居場所みんなんち」回
数券割引

認定NPOたすけあいの会
ふれあいネットまつど ☎346－2052

認知症カフェの開催、熱中症予防休憩所の開
放・水分の提供 （社福）六高台福祉会 ☎386－6357

見守り活動、高齢者の雇用セミナー ㈱セブン－イレブン・ジャパン ☎383－2570
カラオケ・水分補給の無料提供、ロビーを休
憩所として利用可、ロビーのマッサージチェア
無料利用可

グリーンライフ東日本㈱
シーハーツ松戸 ☎391－1465

認知症家族サポートサロンの開催　要申込 しゃぼん玉倶楽部 ☎080－3462－3481
①ハウス・エアコンクリーニングのシニア割引
②パルシステム手数料減免
③夕食宅配安否確認サービス

生活協同組合
パルシステム千葉

① 0120－978－617
② 0120－554－270
③ 0120－660－788

ちょいボラ（サークルソレイユ）、スマイルケ
ア食（惣菜・ソフト食）、ソレイユ喫茶

（社福）松栄会特別養護老人
ホームひまわりの丘　ソレイユ
倶楽部

☎311－2100

健康サロン、手芸教室、農業体験 認知症カフェ「おれんじ・あい」 ☎308－6400

　松戸市社会福祉協議会は、市内15の地区社会福祉協議会とともに、地域の皆さんと一緒になって
誰もが地域で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、さまざまな活動を行っています。

地域の福祉活動

動
育児等の援助

日常生活の悩みに助言・援助

撞
つ く

舞
ま い

ツアー 要申込龍ケ崎

　松戸市と茨城県龍ケ崎市の観光協会が友
好都市宣言を結んだ縁で、両市観光協会が
国選択・茨城県指定無形民俗文化財「撞舞」
を案内します。高さ14ｍの柱の上で、ア
クロバティックに舞う姿は必見です。
日時7月24日㈰16時10分JR佐貫駅集合、
19時30分ごろ現地解散　コース佐貫駅～
竜ケ崎駅～撞舞会場　定員20人（抽選）　
費用500円（保険代等、別途交通費）
7月13日㈬〔必着〕までに、往復はが

きに住所・氏名・電話番号を記入して、
〒271－0092松戸市松戸1874　松戸探
検隊ひみつ堂「つく舞ツアー」係（☎727
－7825）へ

取り付け者（公社）松戸市シルバー人材センター会員
対象65歳以上の高齢者のみの世帯　定員先着50世帯　費用無料
申直接（平日9時～16時）または郵送・FAXに所定の申込書（下記申し込み先で配布およ
び市ホームページからダウンロード可）を〒270－2241松戸新田114の5　市消防局予防
課内松戸市防火協会事務局☎363－1114 363－1137・各支部（市内各消防署内）へ
※住宅所有者等の同意を得てください。  ※購入に係る手続きおよび販売は行いません。
※本事業に便乗した悪質な訪問販売等にご注意ください。

とりカエルカエル

松戸市防火協会

   とりつけも､
とりカエルのも
   お手伝い。

支え合い、助け合いのあるまちへ
問同協議会☎368－0503、
　　　　　 368－0203（社福）松戸市社会福祉協議会をご活用ください 松戸市社会福祉協議会

マスコットキャラクター
まっころん

　昨年9月に行われた駐日外交団地
方視察ツアーをきっかけに、松戸市と
ドミニカ共和国との交流が深まってい
ます。2年後の女子ソフトボール世界
選手権および4年後の東京オリンピッ
ク・パラリンピックでのキャンプ誘致
や梨を中心とした農業交流に向けて、
6月末から副市長をはじめ職員らが同
国を訪問中です。
　今回の訪問を機に、将来的な都市
間交流の基礎を築いていきます。
　同国は、キューバの東側、カリブ
海のイスパニョーラ島にあり、年間約
500万人が訪れる観光リゾートが有名
です。メジャーリーガーを多く輩出す
るなど、野球が盛んな国でもあります。
問政策推進課☎366－7072、
　文化観光国際課☎366－7327

ドミニカ共和国
との交流をすすめています
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　　　　　問水道部総務課☎309－4007、危機管理課☎366－7309

教室名 日時 会場 内容 講師 対象 定員
（抽選）

① モデルロケットを打ち上げよう！
7/26㈫
13:00～17:00

青少年会館、
馬橋北小学校

火薬エンジンを使用しておよそ時速180kmで
飛ぶ模型ロケットを協力して組み立て、大空高
く飛ばそう！

NPO日本モデル
ロケット協会

小・中学生
※小学1～3年は、
保護者同伴

20人

② 沖縄三
さん

線
しん

を奏でよう♪
【全６回】

7/26㈫～29㈮
10:00～11:30、 
8/1㈪14:30～
16:00・5㈮13:00
～15:00

青少年会館
琉球王朝時代から伝わる三線の音色を奏でる
ことを通して、音楽に親しみ、みんなで楽しく演
奏します

沖縄三線奏者・
宮里英克氏 小学4年～中学生 10人

③
親子でめぐる文化財～わらぶ
き民家で竹紙作り体験と松戸
の歴史を学ぼう～

7/27㈬
9:30～15:30 市役所集合 市内の齋藤邸・博物館等をバスでめぐります。

竹紙作りも体験します
社会教育課
文化財班職員

小学3年～中学生
と保護者 8組

④ 下水処理場を探検しよう★ 7/28㈭
10:00～11:30

常盤平
終末処理場

家や学校で使った水がどうなって、どこへ行く
のか？普段は入れない処理場を探検します 下水道維持課職員 小学3年～中学生 20人

⑤ ハーブの石鹸づくり☆～香りを学んでリラックス～
7/30㈯
10:00～12:00 青少年会館 花や木などの植物に由来する“アロマ”につい

て学び、ハーブの石鹸を作ります
アロマインストラク
ター・久保田恵子氏 小学5年～高校生 15人

⑥ 電子工作にチャレンジ～ボタン制御ロボ作り～
8/2㈫
9:30～15:00 青少年会館 パソコンを使わずにプッシュボタンでプログラ

ミングできるボタン制御ロボを作ります
松戸ボランティアの
会会長・吉田徳三氏 小学3年～中学生 20人

⑦ ねんどで作るマグネット教室 8/4㈭
10:00～12:00 青少年会館 カラフルなねんどで飾りを作り、世界に一つだ

けのマグネットを作りましょう 早見雅美氏 小学1～3年生 20人

⑧ シネマdeこども哲学in松戸 8/5㈮
13:30～16:00 青少年会館

映画を鑑賞し、鑑賞した映画についてみんなで
考え、おしゃべりし、“考えること”を楽しみましょ
う

NPOこども哲学・おと
な哲学アーダコーダ 小学4年～中学生 15人

⑨ カヌーに乗って江戸川探検
8/6㈯
9:30～14:40
〔荒天の場合
8/7㈰〕

江戸川・古ケ崎
浄化施設
（駐車場あり）

江戸川浄化施設見学とカヌーで川を探検します
（カヌー体験を希望する保護者は、応募時に氏
名・性別を記入してください）

NPO自然塾プレデ
イー・鹿野由喜夫氏

小学3年～中学生
※小学生は
保護者の送迎必要

40人

費用①～④⑦⑧無料⑤100円⑥1,500円⑨１人2,000円
申 7月①～④13日㈬⑤～⑨18日㈷〔必着〕までに、電子申請サービスか直接窓口（はが
き持参）または往復はがきに、教室名・住所・氏名（ふりがな）・性別・学校名・学年・電
話番号・返信用宛名を記入して、〒270－0035新松戸南2の2青少年会館へ　※はがき・
往復はがきは、１教室につき１枚必要です。　※市内在住・在学の人のみ参加できます。

電子申請
サービスの
QRコード

の青少年教室
問青少年会館
☎344－8556

松戸市消防団夏季特別訓練大会
7月16日㈯8時～12時35分　 八ケ崎
消防訓練センター　 消防局消防総務課
☎363－1116

シティー・ミニコンサート～クラシックピ
アノの美しい音色を聴くひと時～

7月20日㈬12時15分～12時45分（開
場11時30分）　 市役所市議会議場　
曲目月光ソナタ（ベートーヴェン）、ため息（リ
スト）他　演奏者スティーヴン・モエレリン
氏（ピアノ）　 先着150人　 当日会場で
生涯学習推進課☎367－7810（演目）、
市議会事務局☎366－7381（会場）

花づくり講習会
～今が季節！夏植え球根～
7月22日㈮13時30分～15時30分　

２１世紀の森と広場パークセンター　 上
かず

総
さ

更
さら

級
しな

公園緑の相談員・白瀧嘉
よし

子
こ

氏　
先着40人　 （公財）松戸みどりと花の基
金☎710－2851へ

手賀沼をもっと知ろう「大津川から手賀
沼までの水調べと船上体験・生き物調査」
7月23日㈯9時30分に六実市民セン

ター集合、17時解散　 小学生以上の子
と保護者　 先着20人　 昼食・水筒・敷
きもの・着替え　 電話またはＦＡＸに件名
「手賀沼水調べ参加希望」・住所・氏名・年齢
（学年）・電話番号を記入して、環境保全課
366－1325（☎366－7337）へ

ひったくり撲滅を目指し、ひったくり防止
自転車かごカバーを配布します
　カバーを取り付ける自転車でお越しくだ
さい（その場で取り付け、１人１個）。移動交
番車で警察への手続きや相談等もできます
7月15日㈮10時～10時30分〔雨天中
止〕　 新堀公園(上本郷3の4221)、小金

公園(小金きよしケ丘2の12の1)　 先着
100人　 市民安全課☎366－7285

夏休み子ども赤十字体験（非常食づくり
と試食・車椅子体験・義肢体験）
7月27日㈬9時45分～15時　 市民会
館　 小学４年～中学1年生　 先着３０人
電話で地域福祉課☎366－3019へ

働きたい女性のおしゃべりティータイム
7月21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人　 電
話で男女共同参画課☎364－8778へ

会議

介護保険運営協議会
7月21日㈭14時30分から　 市役所
新館７階大会議室　傍聴定員先着10人（開
会15分前から受け付け）　※議題等はお
問い合わせを。　 介護保険課☎366－
7370

虐待防止ネットワーク全体会
7月14日㈭10時～11時30分　 市役
所議会棟3階特別委員会室　傍聴定員先
着10人（開会15分前から受け付け）　
高齢者支援課☎366－7343

教育委員会会議
7月14日㈭14時から　 京葉ガスＦ松
戸ビル５階会議室（傍聴は13時30分から
受け付け）　 教育企画課☎366－7455

松戸市地域ケア会議
7月20日㈬9時30分～11時30分　
市役所新館７階大会議室　 先着10人

（傍聴は15分前から受け付け）　 高齢
者支援課☎366－7343

松戸市空家等対策協議会
7月20日㈬13時30分から　 市役

所新館7階大会議室　傍聴定員先着10人
（13時～13時15分の間に受け付け）　
住宅政策課空家活用推進室☎366－

7366

夏

ミズ・民子
　市内で採用を予定している企業38社から直接話が聞けます。地元企業の
魅力を知って、就職に結び付けましょう！

　矢切を舞台にした伊藤左千夫の小説「野菊の墓」に登場するヒロインの
名前にちなんだコンテストを、８月３日㈬・４日㈭に北総線矢切駅前広場で
開催される「矢切ビールまつり」で行います。ゆかた姿で１分間程度の自
己紹介と矢切の良い所などのスピーチやパフォーマンスなどを披露。上位
入賞者には１年間「矢切観光大使」として活動していただく予定です。上
位3人に副賞あり。
日時８月３日㈬19時から　参加資格市内在住・在勤・在学の満18歳以上
の女性（20歳未満は保護者の承諾が必要）
申７月２２日㈮までに、市販の履歴書に氏名・生年月日・住所・電話番号・
職業・勤務先か学校名（所在地含む）・趣味・特技等を記入し、上半身が
写る写真を貼付して、郵送またはデータをEメールで、〒271－0096松
戸市下矢切299　矢切ビールまつり実行委員会事務局・今井 hutch-@
mua.biglobe.ne.jp（☎090－5330－8557）へ

昨年度のまつど合同企業説明会のようす

以前開催したコンサートの様子

就職した
い

就職した
い

若者集ま
れ！

まつど合同企業説明会
入退場自由・事前登録特典あり
7月16日㈯13時30分～ 16時30分
対象平成29年3月卒業予定者、既
卒3年以内の求職者

共通会場松戸商工会議所（松戸駅下車）　費用無料
申電話で㈱学情松戸市就職サポート事業運営事務局☎03－5777－2931ま
たは同説明会ホームページ https://www3.revn.jp/matsudo/top/へ
問商工振興課☎711－6377、 mcsyoukou@city.matsudo.chiba.jp

「「まつど合同まつど合同企業企業説明会」説明会」を開催

初恋のまちやきり
第5回 要申込

コンテストの
参加者を募集！

要申込

就職支援セミナー

合同企業説明会の
徹底活用術

7月16日㈯13時～13時30分

●同時開催●

（5面から続く）

市就職サポート事業 要申込

まつど合同
企業説明会
ホームページ
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お知らせ

マークは協働事業です。
…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）　 …申し込み先　 …問い合わせ先掲 示 板

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダムの貯水量が平年に比べて少なくなっていますので、節水にご協力をお願いします。 　

シルバー人材センター　シニアパソコン教室 要申込

平成28年度介護保険料額決定通知書兼
特別徴収開始通知書を7月上旬に送付
65歳以上で介護保険料を①特別徴収
（年金天引）で納付の人②現在、普通
徴収（納付書または口座振替）で納付し、
8月または10月から特別徴収へ変更にな
る人　 介護保険課☎366－7370

平成28年8月以降の国民健康保険限度
額適用認定証（限度額適用・標準負担額
減額認定証）の申請を受け付けます
事前受付 7月20日㈬から　申請方法被保
険者証と申請者の認め印を持参して、直接
国民健康保険課（☎366－7293）へ

固定資産税（都市計画税）の評価・課税を
適正に行うため、固定資産評価補助員証
を携帯した職員が実地調査に伺います
土地現況および利用状況に変更があった
場合など　家屋新築、増築、改築等があっ
た場合など（未登記の家屋に変更があった
場合は同課にご連絡を）　償却資産個別に
申告内容の調査を行う場合など　 固定
資産税課☎366－7324

原爆被爆者に見舞金を支給
受付期限 7月22日㈮　 平成28年7月1
日現在松戸市に居住し、住民基本台帳に
登録されていて、被爆者健康手帳の交付
を受けている人　見舞金額年額１人８千円
※８月に申請者名義の口座に振り込みま
す。　 印鑑、被爆者健康手帳、申請者名
義の金融機関・口座番号・預金種別等を確
認できるものを持参して、直接地域福祉課
（☎366－3019）または各支所へ

高齢者のための成年後見制度相談会
毎週金曜日9時～17時（祝日の場合は
前日に開催、年末年始を除く）　 NPO成
年後見センターしぐなるあいず（松戸駅下
車）　 高齢者とその家族・支援者他
電話またはFAX、Eメールで同団体☎

702－7868、 702－7869、 signal-
eyes@kve.biglobe.ne.jpへ　 （制度に
ついて）高齢者支援課☎366－7346

7月10日㈰～19日㈫は夏の交通安全運
動期間～ゆっくりと マナーを乗せて ふ
むペダル～
　事故が増加すると予想される夏休み直
前に、交通事故防止を徹底することを目
的に実施します　 市民安全課☎366－
7341、松戸警察署☎369－0110、松戸東
警察署☎349－0110

市立病院で7月9日㈯9時30分～12時に
災害救護訓練を行います
　救急で来院される皆さんにはご迷惑を
おかけします　 同病院医事課☎363－
2171（内線1182）

健康づくりに関すること（食生活・運動・
睡眠・歯磨き・禁煙など）をテーマとした
絵画を募集
県内在住または就学の小学生以下　

応募規定①個人作品で未発表のもの②四
ツ切の画用紙を縦長に使用（文字は入れな
いこと）③作品の裏面に、学校名・学年・氏名
（ふりがな）を記入　 9月9日㈮〔必着〕ま
でに、直接または郵送で〒263－8566千
葉市稲毛区天台６の４の３　千葉県国民健
康保険団体連合会事業課保健事業係（☎
043－254－7355）へ

平成29年度市立病院附属看護専門学校
の看護学生（看護科3年課程）を募集
願書受付期間 12月5日㈪～20日㈫8時30
分～17時（12時15分～13時、土･日曜日
を除く）　一次試験平成29年1月14日㈯
受験資格大学に入学する資格があること
募集人数 40人
同校見学会 7月23日㈯、8月26日㈮各9
時～11時　 各先着60人　 筆記用具、
上履き、下足用袋　 電話で同校☎367－
4444へ

市内小・中学校の校務全般の補助をする
スクールアシスタント登録者募集
勤務日月～金曜日（原則土・日曜日・祝日
は休み）　勤務時間実働5時間45分（学校
により、開始・終了時間が異なります）　
任用期間9月1日～平成29年7月31日　
時給840円（別途交通費）　選考方法欠員
が生じた場合に、登録者から書類選考お
よび面接　※登録の有効期限は提出日か
ら1年。　 履歴書を直接または郵送で、
〒271－8588松戸市教育委員会　教育
企画課（☎366－7455、京葉ガスF松戸ビ
ル５階）へ

（公社）松戸市シルバー人材センターの臨
時入会説明会
7月13日㈬10時から　 ゆうまつど　
市内在住の60歳以上の人　 同セン

ター☎330－5005 

①航空学生②一般曹候補生③自衛官候
補生募集
応募資格①高校を卒業または卒業見込みの
２１歳未満の人②③１８歳以上２７歳未満の
人　受付期間①②および③の女性は8月
1日㈪～9月8日㈭③の男性は通年　
自衛隊千葉地方協力本部柏募集案内所☎
04－7163－6884

生活カタログ（市民便利帳）2016年版が
配布されていない世帯はご連絡ください
　連絡後数日中に自宅にポスティングしま
す　 （配布）㈱サイネックス千葉支店☎
043－238－8280、（内容）広報広聴課☎
366－7320

マイ広報紙への「広報まつど」の配信を開
始しました
　掲載記事をデータ化し、インターネッ
トで無料配信するサービスです。カテゴ
リーごとに読みたい記事が選べます　

複数の中小企業が互いの経営資源を共
同化する、事業協同組合等の設立につい
ての相談に無料で応じます
県中小企業団体中央会設立相談室☎

043－306－3285

松戸市環境審議会委員を募集
委嘱期間10月1日～平成30年9月30日
の2年間　募集人数2人以内（選考あり）　
応募資格20歳以上で他の公募委員をして
いない市内在住の人　応募方法8月1日㈪
〔必着〕までに、住所・氏名・電話番号・年齢
を記入し、「環境への負荷の少ない社会の
形成に向けた取り組み」など環境に関する
レポート（1,000字程度で書式は自由）を添
えて、直接または郵送で〒271－8588松戸
市役所　環境政策課（☎366－7089）へ

東部スポーツパーク体育館（会議室・和室
を含む）は10月1日㈯～平成29年2月28
日㈫まで耐震・外壁改修工事のため閉館
します
　テニスコート・野球場は利用できます　
東部スポーツパーク☎391－0944

10月～12月の文化ホール使用受け付け
7月13日㈬10時30分から　 文化ホー
ル　 使用料・社会教育関係団体登録証
（該当団体のみ）　 生涯学習推進課☎
367－7810

11月3日㈷に行われる青少年会館文化
祭＆青年フェスティバル①企画実行委員
②ダンス・演劇・音楽などの発表出演団体
（者）募集
市内在住・在学のおおむね16歳～35歳

までのグループ・個人　 各先着①10人②
2団体　 電話またはEメールに氏名、連絡
先を記載して、青少年会館（☎344－8556）
mckozas@city.matsudo.chiba.jpへ

明るい選挙啓発①ポスター②標語作品
を募集
応募規定①明るい選挙の推進をテーマと
し、四ツ切・八ツ切もしくはそれに準じる
大きさの画用紙を使用、描画材料自由、１
人１点まで②きれいな選挙の推進、棄権
防止の呼び掛けをテーマとし、１点20字
以内、1人2点まで　応募資格市内在住・在
学の人　※応募作品は返却不可。入選作
品は啓発活動に利用し、氏名・市町村名・
学校名・学年を公表します。　 9月9日㈮
〔必着〕までに、市内在学の小・中学生、
高校生は各学校を通して提出（市外通学
者は学校のある市町村に申し込み）、その
他の人は住所・氏名(ふりがな)・年齢を記
入して、直接または郵送で〒271－8588
松戸市役所内　市選挙管理委員会事務局
（☎366－7386）へ

広報広聴課
☎366－7320

講座・講演・催し
庭から見よう！戸定邸
～庭園復元プロローグ～
　庭園は9月頃から復元工事に入るため、
それまで開放日を増やしています　 7
月5日㈫・10日㈰・15日㈮・20日㈬・26
日㈫・30日㈯〔雨天の場合は6日㈬・12
日㈫・16日㈯・21日㈭・27日㈬・31日
㈰も実施〕　 戸定邸入館料　 戸定歴
史館☎361－0056

童謡コンサート｢うたのおもちゃばこ｣
7月7日㈭11時～11時30分　 ふれあ
い22　演奏者日

ひ

向
が

野
の

のりえ氏(歌)、德川
眞弓氏（ピアノ）　 ふれあい22☎383－
0022

①住宅リフォーム相談②市民講座
7月9日㈯①10時～16時（13時～14時

を除く）②13時～14時　 小金原市民セ
ンター　 松戸住宅リフォーム相談員協
議会☎365－5252

女性対象の就職面談会
７月12日㈫13時40分～16時40分　
松戸商工会議所　 正社員・パート等を募
集する企業等　※履歴書不要、入退場自由
電話で県中小企業団体中央会商業連携
支援部・海老根☎043－306－3284へ

朗読をきくかい
7月13日㈬10時～11時30分　 ふれ

あい22　 松戸朗読奉仕会会員による
短編・エッセー等の朗読　 障害者手帳を
持っている人等　 障害者福祉センター
☎383－7111

まつど市民活動サポートセンターの催し
「NPO・市民活動よろず相談室」
初心者向けパソコン無料相談 7月14日
㈭13時・14時・15時から(各1人50分)　
同センター　 先着9人　デザイナーに
聴く参加者が増える素敵なチラシのつくり
方 7月30日㈯14時～16時　 同セン
ター　 グラフィックデザインオフィス・佐
藤大輔氏　 先着20人　（新松戸出張）
NPO・市民活動よろず相談室 7月27日
㈬14時～20時（１人50分）　 新松戸市
民活動支援コーナー　 先着5人　
共通 電話またはＥメールで同センター
☎365－5522 hai_saposen@matsu
do-sc.comへ

水道施設見学会～江戸川から蛇口まで～
8月4日㈭9時新松戸駅改札前集合、16
時解散　 市営水道給水区域在住の小学
生と保護者　 先着25人　 昼食・水筒・
上履き　 7月15日㈮までに電話で水道
部総務課☎341－0430へ

内容 日程
① パソコン入門〔全３回〕 8/  3㈬・10㈬・17㈬
② Excel基礎〔全３回〕 8/  4㈭・11㈷・18㈭
③ iPad入門 8/  2㈫
④ iPad実用 8/  9㈫
⑤ iPhone入門 8/16㈫
⑥ Windows10の操作 8/  4㈭
⑦ LINE 8/23㈫
⑧ 暑中見舞いはがき 8/  2㈫
⑨ ブログ 8/16㈫
⑩ ネットスーパーで買物 8/  9㈫
⑪ Wordでイラスト・表挿入 8/18㈭
⑫ 個人授業 8/23㈫・24㈬

時間①③④⑥⑦⑨⑪13時
～16時②⑤⑧⑩9時～12
時⑫23㈫は9時～12時、24
㈬は9時～12時・13時～16
時　※⑫のみ日程が合わな
い場合は応相談。　会場シ
ニア交流センター　対象40
歳以上の人　費用①②各
9,000円③～⑫各3,000（別
途教材費各500円）
7月20日㈬〔必着〕まで

に、はがきまたはＦＡＸ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　（公社）松戸市シルバー人
材センターシニアパソコン教室係 330－5008（☎330－5005）へ

7月23日㈯13時～16時30分　 市民会館　 東北
大学加齢医学研究所所長・川島隆太氏　 先着1,200人
同運動松戸地区推進委員会事務局（地域福祉課内）☎

366－3019

（4面に続く）

講演会「生活習慣と子供の心身の発達
～脳科学から見るネット社会の影響～」、 
小金中学校吹奏楽部によるコンサート

川島 隆太氏

7月は社会を明るくする運動の強化月間です
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

QRコード
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6対象となる可能性のある人には申請書を送付しています。　 同給付金コールセンター☎366－8192

 『家庭ごみの分け方出し方
〔平成28年度版 〕』（市役
所・各支所・市民センターで
配布または市ホームページか
らダウンロード可）を確認し、
分別にご協力をお願いします。

　市は、リサイクルを推進するため、町会や自治会
等の市民団体が自主的に実施している集団回収に対
し、奨励金を交付しています。
　集団回収を実施していない地域や、リサイクル品の
うち一部の品目しか回収していない団体は、集団回
収の実施や品目の追加の検討をお願いします。
●集団回収とは
　町会や自治会等の会員の皆さんによる自主的な資
源回収活動です。家庭から出る資源（リサイクル品
＝紙類等・空き缶・ガラス瓶類・ペットボトル）
を、民間の資源回収業者との話し合いで決められた
回収日、回収場所に指定の時間までに持ち寄り、回
収業者に引き渡します。

●集団回収の始めかた
　団体登録が必要になりますので、事前に環境業務
課へ相談してください。
●集団回収の注意点
①集団回収で回収するリサイクル品は、家庭から出
るものに限られます。 ※会社や商店等の事業所から
出るものは、集団回収には出せません。
②市の資源ごみと集団回収の区別を明確にしてくだ
さい（集積場の場所を分ける、回収日を違う日にす
るなど）。
③回収日・回収時間・ネット交換等、回収業務につ
いては、各団体の代表に内容を確認し、直接回収業
者に問い合わせてください。

　廃食油500mlペットボトル1本で
10アウル券1枚と交換でき、市内38
カ所の協賛店で買い物等の補助券とし
て利用できます（10アウル＝10円）。
※回収しているのは、なたね油やごま
油、オリーブオイルなどの植物油で
す。バターやラードなど動物性の油、
灯油や機械油など食用以外の油は回収
できません。　
※回収拠点、協賛店
の新規加入も受け付
けています。
※詳細は同会ホーム
ページをご覧くださ
い。

　ごみの減量やリ
サイクル等につい
てつぶやいている
ので、フォローをお
願いします！
　Twitterのアカウ
ントがない人も見
られますので、ぜ
ひご覧ください。

https://twitter.
com/matsudo_
kurinku

にご協力
ください

集団回収（リサイクル）へのご協力をお願いします

家庭用廃食油
の回収に
ご協力ください

松戸市ごみ減らし
シンボルキャラクター

Twitterは
こちらから

NPO松戸エコマネー｢アウル｣の
会☎368－0980、 環境政策課☎366
－7089、 商工振興課☎711－6377

ホームページ
QRコード

協
働
事
業

環境業務課管理係☎366－7332
❶キャップ、ラベルを取ってくだ
さい。  ※キャップ、ラベルは「リ
サイクルするプラスチック」の
日に出してください。
❷中をすすいで、水切りをして
ください。
❸容器を側面からつぶしてくだ
さい。 ※つぶさない
とネットがすぐにいっ
ぱいになってしまい
ます。
❹ペットボトルの回収日に指定
の回収場所に出してください。

廃棄物対策課
☎704－2010

クリンクルちゃんの

4コマ漫画を連載中！

「クリンクルちゃん」
T ツイッターwitter

ごみの分別
環境業務課指導係☎366－7333

  ｢アウル｣の会の回収拠点
拠点名 住所 回収日 電話番号

㈱スエヒロ 稔台7の7の1 月～金曜日（祝日を除く）　9:00～17:00 366－2800
菓匠　松

ま つ

久
きゅう 金ケ作411の2 月～水・金～日　13:00～17:00 387－3319

ノエビア・オレンジハウス 小金原4の34の18 月～金曜日　10:00～15:00 348－5512
松川産業㈱ 竹ケ花西町306の13 月～金曜日（祝日を除く）　10:00～17:00 365－4371
㈱ミヤマ建設 下矢切299 月～金曜日（祝日を除く）　10:00～17:00 367－1031
ホームプラザ松戸店 南花島1の2の6 月・火・木～日　9:00～17:00 363－2251
㈲はたや商店 五香2の6の1 火～日曜日　10:00～17:00 387－3835

（社福）松里福祉作業所 五香5の10の3 月～金曜日（祝日を除く）　10:00～17:00 383－0847
㈲峰

ほ う

月
げ つ 松戸1281 月・水～日曜日　9:00～19:00 362－2785

㈲八
は ち

矢
や

庵
あ ん 下矢切78の1 月・水～日曜日　9:00～17:00 362－5909

㈱丸協 紙敷507 月～金曜日（祝日を除く）　10:00～17:00 392－0909
㈱メリーズ・ジャパン 松飛台475 水曜日　13:00～17:00 386－5600
橋本宅 新松戸1の42の4 毎月第１水曜日　12:00～15:00 348－7454
㈱テクノハウス久我 常盤平西窪町510 毎日　10:00～17:00 387－1525
陶板浴｢健考館｣ 柏市十余二403の4 毎日　9:00～21:00 04－7135－4126
パン工房　ボナペティート 北松戸3の1の23 月・火・木～日　7:00～20:00 360－0808
たいやき　千寿 北松戸3の1の23 月・火・木～日　7:00～20:00 360－0908
雪印メグミルク 古ヶ崎4の3593の9 毎日　10:00～17:00 362－7296
串崎新田町会 串崎新田218の5 毎月第三土曜日　9：00～12：00 090－8819－8452
  市の回収拠点 ※市の回収拠点に持ち込んだ場合、アウル券との交換はありません。

拠点名 住所 回収日 電話番号
市役所（新館地下1階守衛室前） 根本387の5 月～金曜日（祝日を除く）　9:00～16:30 366－7089
ENEOSガソリンスタンド（㈱八起産業）小根本162の3 毎日（年末年始を除く）　9:00～19:00 363－2211
出光ガソリンスタンド（㈲坂巻商店）小金原7の33の8 毎日（年末年始を除く）　9:00～19:00 341－3004

　商品が入っていたまたは商品を
包んでいたプラスチック製のもの
が対象です。中身を必
ず使い切り、水ですす
ぐなどきれいにしてか
ら出してください。

リサイクルするプラスチックは
資源に戻しましょう

プラの識別
マークが目印

ペットボトルを
捨てるときの注意点

　認定ポリ袋は、水に強く破れにくいの
で中身の散乱が防げます　※燃やせるご
みは必ず「燃やせるごみ専用松戸市認定
ポリ袋」または「紙袋」で出してください。

「燃やせるごみ専用松戸市認定ポリ袋」
の利用を推奨しています

※すすいでも汚れが落ちないものは、「その他のプラスチ　
ックなどのごみ」の日に出してください。

リサイクルするプラスチックの例
ペットボトルの
キャップ・ラベル

カップ・トレイ
など

洗剤・シャンプー
等の容器

ポリ袋・
ラップなど

※カミソリや在宅医療等の医療系廃棄物は絶対に入れないでください。

イラストは経済産業省ウェブサイトより

http://matsudoowl.la.coocan.jp/

ごみ収集車から火災発生
 　6月18日㈯の燃やせるごみ収集の際、スプレー缶・
ライターの混入によるごみ収集車の火災が発生しまし
た。必ず中身を使い切って、スプレー缶は「資源ごみ」、
ライター（使い捨てタイプを含む）は「有害などの
ごみ」で出してください。
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7 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。

※8月25日㈭に応募用紙がついた広
報まつど「まつど健康マイレージ特集
号」を発行予定です。

抽選で
クオカードや
特典がもら

える！

• かぜや目の病気、その他伝染病の人は泳げません。
• 幼児等は保護者の同伴が必要です（おむつがとれていない
幼児はご遠慮ください）。
• 50ｍまたは25ｍプールでの遊泳は、小学3年生以下は保護
者の同伴が必要です。
• 浮き輪類は子ども用プールでのみ使えます。
• 係員の指示には必ず従ってください。

クリーンセンター内温水プール（高柳新田）
☎385－7100
●利用時間（各回総入れ替え制） 
1回目9時～11時　2回目12時～14時　3回目15時～17時
●利用料金〈2時間〉410円、中学生以下100円　
※回数券は11回つづり4,100円、中学生以下1,000円。
●定休日月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
※小学3年生以下は保護者同伴。

和名ケ谷スポーツセンター温水プール
☎391－5990
●利用時間9時～21時
●利用料金〈1時間〉300円、中学生以下100円
以後30分増すごとに150円、中学生以下50円
●定休日第3月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始　
※小学3年生以下（18時以降は中学生以下）は保護者同伴。

　戸定が丘歴史公園の竹を斜めに切り、絵を描いた紙を差し込み
ます。完成した竹あんどんは、8月9日㈫・10日㈬に坂川沿いで開催
予定の「松戸宿坂川献灯まつり」で松

しょう

龍
りゅう

寺
じ

を彩ります。
日時7月22日㈮10時～12時　会場戸定歴史館　講師美術家・鄙

ひ な

里
さ と

沙
さ

織
お り

氏　対象小学生以上（小学4年生以下は保護者同伴）　定員先
着10組　持ち物汚れてもいい服、飲み物、タオル、帽子　費用無料

7月2日㈯から、電話で戸定歴史館☎361－0056へ

収穫時期10月初旬予定 地区幸田（根本農園）、旭町（高橋
農園）　定員各先着50人（市内在住の人優先）　※1人1区
画のみ（1区画は約15ｍ）。 費用1区画3,000円

7月15日㈮〔必着〕までに、はがきに地区名・住所・氏
名（ふりがな）・電話番号を記入して、〒271－8588松戸
市役所内松戸市都市農業振興協議会　えだまめ係（☎366－
7328）へ　※8月上旬頃までに案内書を送付します。

オーナー募集 要申込

松戸運動公園プール☎363－9554
50ｍプール、子ども用プール

六実消防署

県道松戸・鎌ケ谷線

六実中央公園

高木第二小学校高木第二小学校

六実支所

東武アーバン
パークライン

新京成
◀五香駅

クリーンセンター
クリーンセンター

クリーンセンター内
温水プール
クリーンセンター内
温水プール

松戸六実
高等学校

運動公園

市立病院

スーパー

みのり台▶

上本郷 新京成
松戸新田駅

松戸運動公園松戸運動公園
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青少年会館

馬橋北小学校

青少年会館

新松戸南公園

新松戸中央公園

南通り

中央大通り（けやき通り）中央大通り（けやき通り）
流通経済大学流通経済大学

JR武蔵野線

新松戸プール新松戸プール
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◦JR北松戸駅から徒歩
17分または新京成バ
ス県立松高前行きで

「運動公園」下車
◦新京成松戸新田駅か

ら徒歩12分

新松戸プール☎309－3000
50ｍプール、子ども用プール

六実消防署

県道松戸・鎌ケ谷線

六実中央公園

高木第二小学校高木第二小学校

六実支所

東武アーバン
パークライン

新京成
◀五香駅

クリーンセンター
クリーンセンター

クリーンセンター内
温水プール
クリーンセンター内
温水プール

松戸六実
高等学校

運動公園

市立病院

スーパー

みのり台▶

上本郷 新京成
松戸新田駅
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郵便局
新松戸南
郵便局 馬橋北小学校

青少年会館

馬橋北小学校

青少年会館

新松戸南公園

新松戸中央公園

南通り

中央大通り（けやき通り）中央大通り（けやき通り）
流通経済大学流通経済大学
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▶

◦JR新松戸駅から徒歩15分
青少年会館となり

東部スポーツパークプール☎391－0944
25ｍプール、子ども用プール

六実消防署

県道松戸・鎌ケ谷線

六実中央公園

六実支所

東武アーバン
パークライン

新京成
◀五香駅

クリーンセンター
クリーンセンター

クリーンセンター内
温水プール
クリーンセンター内
温水プール

松戸六実
高等学校

運動公園前

市立病院

みのり台▶

新京成
松戸新田駅
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新松戸南中学校

新松戸南
郵便局
新松戸南
郵便局 馬橋北小学校

青少年会館

馬橋北小学校

青少年会館

新松戸南公園
南通り

中央大通り（けやき通り）中央大通り（けやき通り）
流通経済大学流通経済大学

JR武蔵野線
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国道6号
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和名ケ谷
クリーンセンター
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センター
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▼
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駅
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◦松戸駅東口から新京成バス
市立東松戸病院行きで「スポ
ーツパーク」下車徒歩3分

◦東松戸駅下車徒歩15分
◦北総線秋山駅下車徒歩15分

秋採り
えだまめをつくろう！戸定 竹あんどん

温水プールは1年中泳げます！

〈2時間〉200円、中学生以下無料

運動公園プール  7月9日㈯（雨天の場合10日㈰）・15日㈮・24日㈰・25日㈪（2・3回
目）・26日㈫（雨天の場合27日㈬）、8月22日㈪　 新松戸プール 7月4日㈪・11日㈪・
15日㈮　 東部スポーツパークプール 7月4日㈪・11日㈪・19日㈫

　利用時間（各回総入れ替え制）

　利用料金

　利用できない日

屋外市営プールに行こう！

※7月1日㈮～15日㈮の間（土・日曜日・
祝日を除く）は、1回目はありません。
※気象条件等により、中止または時間帯
の変更があります。

1回目9時～11時　　2回目12時～14時　
3回目15時～17時

※各プールの電話番号はオ－プン期間専用のものもあります。
中学生以下無料8月31日㈬まで

安全に利用するために

中学生以下100円

健康推進課
 まつど健康マイレージ事務局 
 ☎366－7486

パンフレットと応募用紙を入手
※各保健福祉センター、各市民健康相談室、マイレージ協力店等に
設置しています（市ホームページからダウンロードもできます）。
マイルを貯めて応募　
※50マイルを1口に、期間中何度でも応募できます。
※応募用紙は1口ごとに1枚を使ってください。
平成29年3月に抽選
※当選者は下記の特典などがもらえます 。
応募したマイルは平成29年度以降も累積
※規定マイルに達すると表彰があります。　

●マイルの種類
　 15マイル（応募用紙に必要事項を記入）
平成28年4月1日以降に受診した各種健（検）診や献血が対象です。
　 5マイル（参加・利用するとマイル券がもらえます）
松戸市スポーツ推進委員連絡協議会が行うイベントや市が主催す
る健康に関する事業・イベント、薬局での健康相談、スポーツジム
の体験・新規入会が対象です。
　 1マイル（参加・利用するとマイル券・マイルスタンプがもらえます）
松戸市はつらつクラブ連合会、松戸市社会福祉協議会・地区社会福

まつど健康
マイレージ

　各種健（検）診や健康に関連するイベント等に参加すると、マイル（ポイント）が
貯まり、抽選で特典がもらえます。

平成29年3月31日時点で20歳以上の市内在住・在勤・在学の人参加対象

平成29年3月7日㈫〔必着〕までに、マイルを貯めた応募用紙を〒271
－0072松戸市竹ケ花74の3　健康推進課へ郵送または中央・小金・
常盤平各保健福祉センター、各市民健康相談室、市が実施する集
団健(検)診会場等に設置する応募ボックスに投函

応募方法

参加手順

特典内容

マイルの貯め方　
Ａ～Ｃを組み合わせてマイルを取得しましょう。❶

❸

❹

❷

が始まります

マイル券

要申込

①クオカード（1,000円分）1,000人分②健康松戸21応援団企業協賛特
典700人分（腹筋鍛え器具、スポーツジム各種チケット、ノンアルコー
ル飲料、ボックスティッシュ、歯ブラシなど）　※特典は選べません。 
※応募用紙に不備があった場合は抽選対象外となります。当選結果は
特典の発送をもってかえさせていただきます。

A

B

C
マイレージ協力
店は健康松戸21
応援団のステッ
カーが目印

祉協議会、人材パワーアップセンター、
松戸市体育協会が行う運動・身体活動に
関するイベント、健康ちば協力店や入会
後のスポーツジムの利用が対象です。



　子ども・本まつり

講座 日時 講師 対象 定員
（先着）

① 本格エコトンボを作って空高くとばそう！
7/22㈮10:00～11:30、
13:30～15:00 エコトンボの会・鬼塚末男氏 小学生 各50人

② 百科事典を使ってみよう！ 7/23㈯10:00～11:30 ポプラ社・飯田建氏 小学生 30人

③
目が見えないってどんなこと？
（お話を聞こう！点字を打って
みよう！）

7/26㈫10:00～11:30 ボランティア・多田芳彦氏 小学生と保護者 30人

④ 落語っておもしろい（子どもたちの落語を聞こう！） 7/28㈭10:30～11:30
子どもっとまつどの「座・子
ども寄席」の子どもたち 幼児以上 80人

⑤ たのたのさんの科学教室（虫めがねでカメラを作ろう！）7/28㈭14:00～16:00
学びの駄菓子屋さん「たのた
の塾」主宰・ 新井秀樹氏 小学生 20人

⑥ 紙コップで風鈴を作ろう！ 8/  4㈭10:00～12:00 おはなしボランティアBLP 幼児～小学生 30人

⑦
平和について考えよう
(戦争と平和についての映画と
本の紹介・読み聞かせ)

8/  6㈯10:00～12:00 市立図書館職員 小学生と保護者 50人

⑧
耳が聞こえないってどんなこと？
（お話を聞こう！手話を覚えよ
う！）

8/19㈮10:00～11:30 松戸市ろうあ協会 小学生と保護者 30人

⑨ 昆虫について調べてみよう！ 8/19㈮14:00～16:00 NPOスポーツ＆文化振興協
会・佐藤敬氏 小学生と保護者 40人

⑩ わくわく工作ショー 8/24㈬10:30～11:10 タレント・久保田雅人氏
（元わくわくさん）

幼児～小学生
と保護者 80人

⑪ わくわく工作教室 8/24㈬13:30～14:10 小学生 50人
⑫ 人形劇を楽しもう！ 8/27㈯10:30～11:30 人形劇団「絶好調」 幼児以上 80人

⑬ 図書館の仕事を体験してみよう 7/22㈮・27㈬、8/2㈫各9:00～12:00 市立図書館職員 小学4～6年生 各3人

●絵本はじめのいーっぽ～乳幼児のための読み聞かせサポート～
日時 会場（駐車場はありません）

7/  8㈮10:30 ～11:00 常盤平児童福祉館
7/12㈫10:00 ～10:30 河原塚第一町会公民館
7/15㈮10:30 ～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
7/22㈮11:20 ～11:50 根木内こども館(晴香園内)
7/27㈬10:30 ～11:00 Ｅ－子どもの森・ほっとるーむ新松戸　
7/28㈭10:30 ～11:00 矢切公民館
対象0～3歳くらいの子と保護者

共 通  費用無料　  子ども読書推進センター☎331－0077

子ども読書推進センターからのお知らせ

期日 会場
7/  8㈮ 明市民センター
7/15㈮ 五香市民センター
7/20㈬ 東部スポーツパーク
7/22㈮ 新松戸市民センター
7/26㈫ 小金市民センター(分館内)
7/28㈭ 和名ケ谷スポーツセンター(分館内)

●市民センター
  おはなし会

●親子絵本講座
7月8日㈮10時30分～11時
10分　会場子ども読書推進
センター　対象０～３歳く
らいの子と保護者

●小さい子のためのおはなし会
　7月7日㈭・12日㈫･14日㈭・15日㈮･22
日㈮･26日㈫・28日㈭各10時30分～11時、
14時30分～15時　会場子ども読書推進セ
ンター　対象０～３歳くらいの子と保護者

時間各15時30分～16
時　対象3歳くらい～
小学生の子と保護者

費用①～④⑥～⑧⑫⑬無料⑤500円
（材料費）⑨300円（資料代）⑩1,000
円（子ども500円、参加費）⑪1,000
円（参加費・材料費）　
申7月1日㈮9時30分から、電話で①
～④⑥～⑨⑫⑬子ども読書推進セン
ター☎331－0077（9時30分～17
時）⑤⑩⑪子どもっとまつど☎344－
2272（毎週月・水・金曜日10時～16
時）へ

9時30分～17時（毎週月曜日および
7月29日㈮は休み）　会場同センター
内容企画展示「『はらぺこあおむし』
発行40周年」「見て
トクする自由研究」

集まれ中学生！ 要申込
青少年キャンプ大会 
8月19日㈮6時市役所集合、21日
㈰17時同所解散　宿泊場所いわ
き海浜自然の家（福島県いわき市）  
対象市内在住・在学の中学生　定
員先着40人　費用15,000円

問子ども読書推進センター
☎331－0077

子ども・本まつり

7月21日㈭～8月30日㈫

  講座（右表参照）要申込

夏休み救命講習会 要申込
①救命入門コース7月27日㈬9時30分～11時
対象市内在住・在学の小学4～6年生
②普通救命講習会8月3日㈬9時～12時　対象
市内在住・在学の中学生
共 通  会場消防局5階講堂　内容心肺蘇生法・
AED使用法（②は異物除去法・止血法も）定
員各先着30人（保護者見学可）　費用無料
※修了者には修了証を交付します。
申7月4日㈪9時から、電話で消防局救急課☎
363－1145へ

　保育所（園）と幼稚園の保護者負担額が同程度になります。
日時8月6日㈯10時～12時　会場市役所議会棟3階特別委
員会室　対象保育を必要とする子どものいる保護者　費用
無料　※一時預かりあり（要予約、無料）。
申7月22日㈮までに、電話で幼児保育課☎366－7351へ

親子ごみツアー（施設見学）要申込　
①7月26日㈫②8月16日㈫各8時50分①小金
原支所入り口前集合②市役所地下玄関集合、
12時15分各集合場所解散　コース資源リサイ
クルセンター～日暮クリーンセンター～民間
資源化施設～和名ケ谷クリーンセンター　対
象市内在住の小学3年生以上と保護者（乳幼児
不可）　定員各先着10組20人　費用無料　※
参加者が各10人未満の場合は中止。
申７月①8日㈮②29日㈮までに、電話で廃棄
物対策課☎704－2010へ

講座名 日時 会場 講師 持ち物 費用

① きれいな和紙でスタンド照明作り
7/25㈪
10:00 ～12:00

ゆうまつど

消費生活アドバ
イザー・
吉村和義氏

はさみ、
手拭き
タオル

1組1,000円
（材料費）
※親子で１
個作ります。

②
冷熱実験・ー162℃
の不思議な世界を体
験してみよう

8/3㈬
10:00 ～12:00 京葉ガス社員 筆記用具 無料

③
【工場見学会】❶おも
しろ消しゴムの製造
見学と組み立て体験
❷煎餅手焼き体験

8/5㈮
9:20 ～15:30

❶㈱イワコー
❷丸草一福
本店

各見学先
担当者 弁当

1人500円
（煎餅手焼き
体験３枚）

④ 天然酵母でパンづくり
8/17㈬
10:00 ～13:00

京葉ガスF
松戸第2ビル
1階料理教室

松戸市消費者
の会会員

エプロン、
三角巾、
布巾

1組900円
（材料費）

対象小学3～6年生と保護者　定員①②各15組（1組3人
まで）③④各10組（1組3人まで）最大25人（各抽選）
※③市役所地下玄関集合後マイクロバスで移動、市役所
解散。 ※①②一時保育あり（要予約、各先着6人程度、1
歳10カ月～未就学児、おやつ代200円）。 時間10時～13時　内容食事の話と親子でピザ作り　対象

小学3～6年生と保護者　定員各日先着10組程度　持ち物
（親子とも）エプロン・三角巾・布巾2枚・手拭きタオル・
筆記用具　費用無料
申7月1日㈮9時から、電話で各保健福祉センターへ

日時
（いずれか１日） 会場 電話番号

7/25㈪・27㈬ 小金保健福祉センター 346－5601
7/26㈫・28㈭ 中央保健福祉センター 366－7489
7/27㈬・28㈭ 常盤平保健福祉センター 384－1333

申7月11日㈪〔必着〕までに、往復はがきに希望教室名・住所・参加者の氏名・年齢・学年・
電話番号を記入して、〒271－8588松戸市役所　消費生活課「夏休み親子消費者教室係」へ　
※抽選結果は7月15日㈮以降に通知。 ※定員に満たない場合は7月19日㈫から消費生活課で電
話受け付け（☎366－7329）。

幼稚園の預かり保育説明会 要申込

世界にひとつだけの
「ありがとう！ランチ」をつくろう

親子クッキング教室親子クッキング教室

申7月15日㈮までに、電話またはFAXに住所・氏
名・年齢・電話番号を記入して、松戸市青少年相
談員連絡協議会（子どもわかもの課内）☎366－
7464、 366－7473へ

要申込
要申込

詳細は市ホームページをご覧ください。□問人事課給与班☎366－7306 8
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  救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

休日土曜日夜間歯科診療所
竹ケ花45の53衛生会館2階
☎365－3430 土・日曜日・祝日20時～23時

夜間小児急病センター
（小児初期内科系疾患）
上本郷4005市立病院となり
☎360－8900 毎日18時～23時

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。

　今年の自由研究は、ものづくりや見学を通じて、楽しく環境を学んでみませんか。
講師アースコン・マツド　対象小学4～6年生　定員先着20人（保護者同伴可）  持
ち物筆記用具、飲み物　費用無料　※「かんきょうをチェックするノート」提出者
に認定書を授与します。 ※昼食はありません。
申電話で環境政策課☎366－7089へ

◉保険証が新しくオレンジ色になります
　現在の保険証（青色）の有効期限は平成28年7月31日㈰です
◉保険料の算出方法
　個人の所得に応じた負担となります

●保険料の限度額は57万円　●世帯の所得に応じ、均等割額が9割、8.5割、5割、
2割軽減される場合があります　●所得割を負担する人のうち、被保険者本人の
所得に応じ、所得割が５割軽減される場合があります　●これまで会社の健康保
険など（国民健康保険および国民健康保険組合は対象外）の被扶養者だった人
は、本人の所得に関係なく均等割の9割が軽減され、所得割はかかりません
◉世帯全員が住民税非課税の場合、医療機関窓口での自己負担限度
額が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が受
けられます 要申込
申直接同担当室（☎366－7342）または各支所へ

納付方法
①特別徴収（年6回、偶数月払い）＝年金天引きによる支払い　※年金年額
が18万円以上で、後期高齢者医療と介護保険の保険料の合計額が、年金額
の2分の1を超えない人は原則特別徴収となります。
②普通徴収（年8回、7月～2月払い）＝納入通知書または口座振替による支
払い　※特別徴収対象者も口座振替に切り替えることができます（窓口払い
への切り替えは不可）。
口座振替の手続き方法
　市内金融機関、ゆうちょ銀行または郵便局に金融機関届出印、預金通帳、
後期高齢者医療被保険者証を持参の上、備え付けの「松戸市口座振替依頼書」
に必要事項を記入して申し込んでください。
※国民健康保険料を口座振替で納めていた人も、あらためて口座振替の手続
きが必要です。 ※保険料の支払いを世帯主または配偶者の口座に変更した場
合、その社会保険料控除は、口座振替で支払った人に適用されます。これに
より世帯全体の所得税額や住民税額が少なくなる場合があります。
※振り込め詐欺にご注意ください。

日時 会場 内容

① 7/26㈫10:00～ 12:30 市民会館
オリエンテーション、「かんきょうをチェックする
ノート」の学習、みらいの地球と私たちの暮らし

② 8/  2 ㈫10:00～ 12:30
馬橋市民
センター

紙の面白い性質、紙のリサイクル、ケナフの紙す
き体験

③ 8/  9 ㈫10:00～ 13:00 市民会館
再生可能エネルギーの話、太陽光発電のお話とソー
ラーハウス作り、閉講式

年 平成28年 平成29年
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月

特別徴収納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期
普通徴収納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

平成２8年度より新たに年金
からの天引きが開始される
人(年齢到達の人等）

納付書に
よる納付

年
金
天
引
き

年
金
天
引
き

年
金
天
引
き

平成２7年度以前から年金天
引きにより保険料を支払っ
ている人（６月に平成２７年
度所得が確定するため、前
半３回は仮徴収）

年
金
天
引
き

年
金
天
引
き

年
金
天
引
き

年
金
天
引
き

年
金
天
引
き

年
金
天
引
き

仮徴収＝前年度２月の
保険料と同額

本徴収＝確定年間
保険料－仮徴収分

介護予防教室 要申込
　8月4日㈭10時～11時　会場小金市民センター　内容歯医者に教わる
口のケア　講師羽根田歯科医院・羽根田元子氏　対象概ね65歳以上の
人　定員先着30人程度　持ち物歯ブラシ、手鏡　費用無料
申電話で小金高齢者いきいき安心センター☎374－5221へ

がん患者・家族「緩和ケア教室」
　7月26日㈫14時～15時（13時45分から受け付け）　会場市立病院
4号館地下1階会議室　内容がん患者の心のケア　定員先着15人　費
用無料
申当日会場で
同病院がん診療対策室☎363－2171（内線1667）

愛の献血
　7月16日㈯10時～11時45分、13時～16時　会場
新松戸まつり会場（流通経済大学新松戸キャンパス前）　
持ち物保険証・運転免許証等本人確認ができる物　
※松戸献血ルームPure（☎703－1006）では随時受け付けています。
健康推進課☎366－7487

後期高齢者健康診査を受けましょう 要申込
　受診期限平成29年3月31日㈮まで　健診内容身体計測、問診、診察、
血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査（医師が必要と判断した場合、
眼底検査）　※10時間以上の空腹時間が必要です。 対象受診日時点で
満75歳以上の千葉県後期高齢者医療保険加入者　持ち物千葉県後期高
齢者医療被保険者証と受診券（平成28年度は緑色）　費用無料
申電話で市内委託医療機関へ　※詳細は受診券に同封したお知らせ
で確認してください。
国民健康保険課健診班☎366－1121

健康塾「元気に長生き食事も大事～フレイルとサルコ
ペニアの予防のために」  要申込
　7月22日㈮14時30分～16時　会場東松戸病院会議室　講師同病
院管理栄養士・佐々木徹　定員先着60人　費用無料　※フレイルは
高齢による衰弱、サルコペニアは筋肉の減少により身体機能が低下
することです。
申電話で同病院保健福祉医療室☎391－5500へ

骨粗しょう症検診 要申込
　検診日・会場10月①6日㈭＝小金保健福祉センター②12日㈬＝常
盤平保健福祉センター③21日㈮＝中央保健福祉センター9時15分～
11時、13時15分～15時（いずれかを通知）　検査方法手指のX線検
査　対象市内在住の女性で、平成29年3月31日時点で35・40・45・
50・55・60・65・70歳の特定健康診査受診券または松戸市健康診
査共通受診券を持つ人（妊娠中または妊娠している可能性がある人、
骨粗しょう症治療中の人は受診できません）　費用500円（千葉県後
期高齢者医療被保険者証を持つ人、生活保護世帯、市民税非課税世
帯に属する人は無料）
申8月31日㈬〔消印有効〕までに、電話またははがき（封書可）に住
所・氏名・生年月日・電話番号・希望会場（①小金②常盤平③中央）・
登録番号（受診券に記載の8桁の番号）・「骨粗しょう症検診希望」を
記入して、〒271－0072松戸市竹ケ花74の3　健康推進課健診班（☎
366－7487）へ　※直接市役所・各支所の市民健康相談室でも申し
込みできます（業務時間内）。 ※案内通知は9月下旬発送予定。 ※受
診には特定健康診査受診券または松戸市健康診査共通受診券が必要
です。必ず登録の手続きをしてください。

問国民健康保険課広域保険担当室☎366－7342
　千葉県後期高齢者医療広域連合☎043－308－6768

保険料＝1人当たりの定額の保険料（均等割）＋所得に応じた保険料（所得割）
　均等割額＝40,400円
　所得割額＝（総所得金額等－基礎控除額33万円）×7.93%

後期高齢者医療

7月中旬に発送します
保険料の通知書被保険者証（保険証）

～楽しみながら夏休みの宿題に取り組みます！～  〔全3回〕〕

納期および納付方法

※口座振替をしている人、年金天引きの条件に該当しない人は、7月～2月
に納付書または口座振替となります。　※特別徴収を口座振替に切り替えた
人は、手続き時期により口座振替開始時期が異なります。

協働
事業夏休み子どもエコ教室夏休み子どもエコ教室 要申込

　

です
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平成27年12月１日号に掲載した「松戸市人事行政の運営等の状況の公表」に一部追加があります。



　

今月の相談案内 お気軽にご相談ください　★は昼休みを除く
※相談は全て無料です。閉庁日の相談はありません。

※公益通報者保護法による外部通報の受け付け、相談については
　広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）が窓口です。

休館日…月曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館）
※駐車場は大変混雑します。電車・バスをご利用ください。
※チケットは完売している場合があります。

期日 内容（★は有料） 開演
時間 問い合わせ先

大
ホ
―
ル

2 土 震災復興支援チャリティ
東儀秀樹コンサート　★ 14:00 松戸友の会☎04－7173－7626

3 日 M.S.S Project ～ Soul 
Meeting Tour2016～　★ 18:00 KMミュージック☎045－201－9999

10 日 魔法つかいプリキュア！
ミュージカルショー　★

10:30
14:00

同ショー上演委員会
（劇団飛行船内）
☎044－930－1551

12 火 同窓会コンサート　★ 14:00
18:00

夢グループ
☎0570－064－724

14 木
Hiromi Go Concert 
Tour 2016 
NEW WORLD★

18:30
ベルワールド
ミュージック
☎03－3222－7982

18 ㈷ 東京バレエ劇場附属
松戸バレエ教室発表会 16:30 山崎☎331－0343

23 土 高橋・宮川バレエスタジオ
発表会 17:00 同スタジオ☎344－0235

24 日 小野田バレエアカデミー
発表会 17:00 同アカデミー☎340－2246

小
ホ
―
ル

2 土 MAMI バレエスタジオ
発表会 17:00 同スタジオ☎080－1247－6811

森のホール21　今月の催し物 ☎384－5050

◆男女共同参画週間記念講演会
7/2㈯14:00
男女共同参画課☎364－8778

◆秘蔵っ子カラオケ発表会
7/14㈭10:00
和田☎070－6564－5698

◆松戸市俳句大会
7/18㈷11:00
良
ら

知
ち

☎090－9208－3159
◆松戸童謡の会　童謡を歌う
（月例会）　★
7/20㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆サテライトハ－モニカコンサ－
ト
7/21㈭13:00
井上☎03－5567－7433

◆サ－クル・ピアチェ－レ（久保内
百合子門下生の会）発表会
7/22㈮14:00
石川☎384－0597

◆笹田ピアノ教室発表会
7/23㈯13:30
笹田☎364－1424

◆PVコンサ－ト
7/30㈯10:00
松戸PV音楽教室☎367－8338

◆ＪＩＮ ＡＫＡＮＩＳＨＩ LIVE TOUR 
201６
9/4㈰17:30
会場大ホール　費用全席指定
8,000円（7/2㈯発売）

※3歳未満入場不可（3歳以上有
料）。　※発売初日は電話受付の
み。1人2枚まで。
◆松戸狂言の夕べ（出演：野村萬
斎他）
10/14㈮18:30
会場小ホール　費用全席指定
5,500円（発売中）　
※未就学児不可。
◆社会風刺コント集団ザ・ニュー
スペーパーLive2016
10/22㈯①14:00②18:00
会場小ホール　費用全席指定
4,800円（発売中）
※未就学児不可。

◆わんつぅすてっぷダンス発表
会Vol.6
7/10㈰開演17:15
わんつぅすてっぷ・甲斐☎

090－9296－3920
◆第19回松戸フラフェスティバル
7/18㈷開演13:30
松戸フラ協会・戸張☎363－

7078
◆第66回社会を明るくする運
動“講演会とコンサ－ト”
7/23㈯開演13:00
地域福祉課☎366－3019

◆柳家小三治独演会
7/29㈮開演18:30　★
夢空間☎03－5785－0380

（平日10時～18時）

◆①ピラティス②ヨガ
7月の毎週①水曜日11:00～
12:00②土曜日9:30～11:00
会場小金原体育館　対象18歳

会場松戸中央公園　出品品目市内の商店等の目玉商品または市民の趣味やアイデアから生まれた作品
ブース2.5ｍ×1.5ｍ　参加資格市内事業者・市民・市内任意団体　
費用4,000円
7月14日㈭・15日㈮各13時～16時の間に、直接松戸商工会議所

（☎364－3111）へ　

10月1日㈯･
2日㈰開催

要申込

  松戸まつり
“バザール”の
  出店者募集

相談名 期　日 時　間 会　場 問い合わせ
市政・一般民事 平日 8:30 ～17:00★ 広報広聴課相談コー

ナー（本館2階）
※最終受付は、各相
談の終了時間のおお
むね30分前
※不動産・税務・登
記相談については、
相談日の1カ月前から
前々日の17時までに、
電話（☎366－1162）
または直接広報広聴
課相談コーナーへ
※法律相談について
は、裁判中や調停中の
事件は相談できません

広報広聴課
広聴担当室
（一般民事相談

専用）
☎366－7319
※一般民事相談は
金銭・身の上・相
続・離婚等家庭問
題の簡単な法的解
釈を要する相談

行政書士相談
事務局予約専用
☎368－0779
（平日9時～17時）

法律相談
（随時予約）

第1～4月・火・木
（第1月を除く） 13:00 ～17:00
第1月（8月は8／1です） 9:00 ～12:00

交通事故相談 毎週月・火・木 9:00 ～17:00★
不動産相談（予約制） 毎週水 13:00 ～17:00
税務相談（予約制） 第2金 13:00 ～17:00
登記相談（予約制） 第3金 13:00 ～16:30
外
国
人

相
談

英語・中国語 第1・3火
9:00 ～12:00

タガログ語・スペイン語 第2・4火
行政相談  第2・4月 13:00 ～16:00

行政書士相談（予約制）第1月（8月は8／1です） 13:00 ～16:00

建築士相談 第2水（予約優先） 9:00 ～12:00 市役所相談コーナー
建築士会相談窓口
☎362－8401

住宅リフォーム相談 第3水 10:00 ～16:00 住宅政策課
☎366－7366マンション管理相談 第1水（予約優先） 9:00 ～12:00 市役所新館6階会議室

人権相談
※人権相談は法務局松戸
支局でも行っています   
（平日8:30～17:15）

第1火
10:00～15:00★

六実支所 行政経営課
☎366－7311
法務局人権ダイヤル
☎0570－
003－110

第1木 小金原市民センター
第1～4金 行政経営課相談コーナー

家庭児童・婦人相談 平日 9:00 ～17:00 子ども家庭相談課☎366－3941
ひとり親（就労等）相談 平日 9:00 ～17:00 子育て支援課☎366－7347

子育て相談 平日 8:30 ～17:00

CMS子育て支援センター☎394－5590
チェリッシュ・サポート・システム

☎308－5880
子すずめ子育て支援センター

☎387－0124
あおば子育て支援センター☎387－5456

ドリーム子育て支援センター
☎070－3935－1230

消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119
消費生活相談 平日 8:30 ～16:00 消費生活センター☎365－6565

相談名 期　日 時　間 会　場 問い合わせ

福祉なんでも相談

電話相談専用ダイヤル
毎週水10:00 ～15:00
☎368－1333

毎週水、第1金

10:00 ～15:00

社会福祉協議会
（社福）松戸市
社会福祉協議会
☎368－0912

第1火 六実支所
第1木 小金原市民センター
第4水 東部支所
第4金 市役所相談コーナー

障
が
い
者
相
談

基幹相談支援
センターCoCo 平日

8:30 ～19:00 総合福祉会館（2階）※訪問可
 ☎308－5028
 366－1138

ふれあい相談室 9:00 ～17:00
   （予約優先）

ふれあい22（3階）
※訪問可

☎388－6222・6225
383－5552

障がい者虐待防止
障がい者差別相談センター 平日 8:30 ～19:00

基幹相談支援センターCoCo内
（総合福祉会館2階）

☎366－8376　 366－1138
障がい者

成年後見制度相談
毎週火（祝日
の場合は、月）

9:00 ～17:00
   （要予約）

NPO成年後見センター
しぐなるあいず　☎702－7868

労働相談 毎週月・木（第
3木を除く） 17:00 ～20:00 勤労会館

（第3木曜日休館）
商工振興課
☎711－6377

経営相談（起業を含む）
毎週月・水 13:00 ～17:00 松戸地域職業訓練

センター第3金 16:00 ～20:00
第3土 13:00 ～17:00 勤労会館

若者の就労相談
毎週火～土
（祝日休み・
予約制）

9:30 ～17:00 松戸地域職業
訓練センター内

まつど地域若者サ
ポートステーション
☎703－8301

高齢者無料職業紹介所
（65歳以上） 平日 9:00 ～17:00★ （社福）松戸市社会福祉協議会

（市役所本館1階）☎365－4712

生活困窮者相談 平日 9:00 ～17:00 松戸市自立相談支援センター
（市役所本館3階）☎366－0077

就学・教育相談（予約制） 平日 8:30 ～17:00 教育研究所（予約専用）☎366－7600
青少年相談（電話） 平日 8:30 ～16:30 子どもわかもの課

☎363－7867（相談専用）青少年相談（来所予約制） 8:30 ～17:00
いじめ電話相談 平日 8:30 ～19:00 指導課☎703－0602（本人・保護者対象）

ゆうまつどこころの相談
（女性対象、予約制）

第2～4月・木 10:00 ～16:00★ 男女共同参画課（相談室直通）
☎363－0505第1月・木 14:00 ～20:00

女性のしごと
情報相談 第1～4火・木 10:00 ～15:00★ ゆうまつど（2階）

しごとサポートコーナー
男女共同参画課
☎364－8778

以上の人　定員各先着30人　
費用1回500円　 同体育館☎
341－2242
◆インディアカ教室
7/2㈯19:00～21:00　会場
大橋小学校体育館　持ち物室
内シュ－ズ、飲み物　 スポ
－ツ推進委員・佐藤☎080－
5084－7077
◆グラウンド・ゴルフ教室
7/2㈯9:00～12:00　会場寒
風台小学校　対象小学生以上
スポ－ツ推進委員・内田☎

364－8920
◆スポレク祭(常盤平地区)
7/3㈰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－ボ
－ル、バドミントン　 スポ－
ツ推進委員・小暮☎090－
4012－7686
◆①カロ－リング教室②スポレ
ク祭(五香松飛台地区)
①7/3㈰9:00～12:00②7/10
㈰9:00～12:00　会場①高木
第二小学校②松飛台第二小学
校　内容②グラウンド・ゴルフ
費用②100円　 スポ－ツ推
進委員・明道☎090－9835－
1187
◆①ピラティス②骨盤ヨガ
①7/4㈪・11㈪13:30～14:30
②7/12㈫・26㈫13:30～15:00
会場常盤平体育館　対象18歳
以上の人　定員各先着30人　
費用1回500円　 同体育館☎
386－0111
◆コンディショニングエクササイズ
7月の毎週水曜日13:30～14:30
会場柿ノ木台公園体育館　対
象18歳以上の人　定員先着30
人　費用1回500円　 同体育
館☎331－1131
◆ふわどっち教室
7/10㈰9:00～12:00　会場小
金小学校　内容柔らかいボ－
ルを使うドッジボ－ル　対象

市民劇場
☎368－ 0070   ★は有料

休館日…月曜日（祝日の場合は開館
し、翌日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。 

市民会館
☎368－ 1237   ★は有料

休館日…月曜日（祝日の場合は開館
し、翌日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。

森のホール21 チケットセンター
☎384－3331

受付時間…10:00～19:00
休館日…月曜日（祝日の場合は開館
し、翌日休館）
※大・小ホールは森のホール21です。
※完売の場合あり。
※詳細はホームページで。
 http://www.morinohall21.com/

小学生以上(小学3年生以下保
護者同伴)　持ち物室内シュ－
ズ　 スポ－ツ推進委員・堀☎
344－1735
◆ソフトバレ－ボ－ル教室
7/10㈰9:00～11:00　会場常
盤平体育館　 スポ－ツ推進委
員・浅野☎090－4012－7686
◆①カロ－リング教室②スポレ
ク祭(小金原地区)
①7/13㈬17:30～20:30②
7/24㈰9:00～15:00　会場小
金原体育館　内容②卓球、カロ
－リング、バドミントン他　対
象①小学4年生以上(小学生は
保護者同伴)②小学生以上　持
ち物室内シュ－ズ、タオル、飲
み物　 スポ－ツ推進委員・市
村☎090－1546－9700

◆軽スポ－ツ、グラウンド・ゴ
ルフ教室
7/16㈯9:00～12:00　会場
稔台小学校　内容カロ－リ
ング、ペタンク、ディスコン、
バドミントン　対象小学生
以上　 スポ－ツ推進委員・
高橋☎363－3064
◆初心者グラウンド・ゴルフ教
室
7/17㈰9:00～12:00　会場
幸谷小学校　 スポ－ツ推進
委員・峯田☎341－2978

※申し込みは全て当日会場で。

10

●広報まつど　2016年（平成 28年）7月 1日



このコーナーは市民団体等からのお知らせです（●マークは社会教育関係団体、 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

◆パソコン初心者講習
8月31日㈬までの希望日①11時～13時

②13時30分～15時30分③15時40分～17
時40分　 NPO快適IT空間松戸教室（市
民劇場向かい）　 暑中見舞いはがき作り
他　 各先着2人　 各2,000円　 同
NPO・石井☎703－7284へ
●幕張新都心～稲毛海浜公園散策
7月3日㈰8時10分松戸駅構内市民ギャ

ラリ－前集合、14時30分JR稲毛海岸駅解
散　 歩行距離約9km　 弁当・飲み物
400円（別途交通費）　 松戸歩こう会・

出
いず

原
はら

☎386－5611
◆健康麻雀を楽しむ会
7月①4日㈪・18日㈷・25日㈪②毎週木

曜日③毎週土曜日各12時15分～17時15
分　 ①松飛台市民センター②もとやま会
館（新京成五香駅下車）③六実市民センター
１日1,000円　 電話でNPOメーク・

小金谷☎090－6187－5060へ
●健康体操教室
7月4日㈪・11日㈪・18日㈷13時～15

時　 柿ノ木台公園体育館　 50歳以上
各先着10人　 電話で元気クラブ柿ノ

木台・服部☎361－1426へ
●①人前で落ち着いて話す力を養う話し
方教室②自分の考えをよくわかってもら
う話し方教室〔各全8回〕
①7月5日～9月6日の毎週火曜日(7月

19日、8月16日は除く)18時45分～20
時45分②7月4日㈪・11日㈪、8月1日㈪・
22日㈪、9月5日㈪・26日㈪、10月3日
㈪・17日㈪各13時30分～15時30分　
①市民劇場②勤労会館　 筆記用具
各8,000円(テキスト代別途1,000円)
HR松戸話し方研究会・中島☎090－

2147－7612（夜間のみ）
●あじさい合唱団サロンコンサ－ト
7月8日㈮14時～16時　 小金北市民セ

ンタ－　 同団・苅
かり

部
べ

☎345－6644
●家庭教育講座①しつけとは何か②正し
く伸ばそう子どもの能力
①7月8日㈮②9月9日㈮各10時～12時
市民会館　 各100円　 家庭教育研

究会・加藤☎367－1137
●歌謡体操教室〔全2回〕
7月9日㈯・23日㈯9時～10時　 新松

戸市民センター　 60歳以上の女性　
先着5人　 500円　 電話で歌謡体操・
小関☎080－5718－2973へ
●太極拳・気功体験教室
7月9日㈯10時～11時45分　 新松戸

市民センター　 先着10人　 電話で新
松戸気功太極拳サークル・箕浦☎090－

4362－5848へ
◆はすの実に花を咲かせよう
7月9日㈯・16日㈯・23日㈯13時～15

時　 新京成松戸新田駅近くの家庭文庫　
各先着8人　 1,000円　 電話で家庭

文庫ピッピ・足立☎368－5334へ
●市民詩吟教室
7月9日㈯、8月6日㈯各17時～19時　
市民会館　 市民詩吟同好会・佐々木

☎342－8230
●初心者マジック教室〔全2回〕
7月10日㈰・17日㈰13時～16時　 市

民会館　 2,000円　 電話で松戸奇術
会・岩田☎388－2783へ
◆60代～90代交流会「おしゃべりしな
がら生き方探し」
7月12日㈫9時30分～11時30分　 市

民会館　 先着30人　 200円（資料代）
電話でミントの会・荒

あら

☎090－7180－
5822へ
◆講座「古代の人類と金属」
7月12日㈫13時30分～16時30分　

市民会館　 先着30人　 1,000円（資
料代）　 電話で歴史学講座「創世」・小嶋
☎090－1261－7366へ
●好かれる話し方・聞き方講座〔全3回〕
7月14日㈭・28日㈭、8月11日㈷各

15時10分～17時　 市民会館　 筆記
用具　 3,000円　 7月10日㈰まで
に、電話で実践話し方研究会・田中☎
090－4374－3931へ
◆子どもが発声するお話し会
7月16日㈯14時～16時　 ふれあい22
先着150人　 電話でNPO感声アイモ・

木村☎711－7111へ
●ターゲット・バードゴルフ教室
7月17日㈰10時～12時　 六高台スポー
ツ広場B　 用具貸し出しあり　 電話で
松戸市ターゲット・バードゴルフ協会・斎
藤☎388－2524へ
◆マンション管理基礎講座
7月17日㈰13時～16時　 メディア

パーク市川（市川市）　 管理組合役員、居
住者等　 先着40人　 FAXに氏名（ふり
がな）・住所・電話番号・管理組合名・参加人
数を記入して、住まい情報プラザ 043－
223－0003（☎043－223－3266）へ
●松戸まつり参加曲講習会
7月17日㈰18時30分～20時30分　

市民会館　 うちわ　 馬橋芸能連合会・
松澤☎343－2123
◆障がい者・高齢者・支援者対象「法律
と生活の相談室」
7月21日㈭、8月18日㈭10時～15時　

NPO成年後見センターしぐなるあいず
（松戸駅下車）　 先着4人　 電話で同
NPO・鈴木☎702－7868へ
◆夏休み中学生・高校生模擬裁判
7月25日㈪9時30分～16時　 千葉地

方裁判所松戸支部　 先着20人　 ７月6
日㈬９時から、電話で千葉県弁護士会松戸
支部☎366－1211へ
◆ともしび読書会
7月28日㈭10時～12時　 ゆうまつど
テキスト「アンのゆりかご」村岡恵理著
200円　 電話で同会・山田☎385－

0607へ
●松戸市パークゴルフペア大会
7月30日㈯7時30分～12時、午後はフ

リー　 オスカー船橋コース（船橋市）　
36ホールストロークベストボール方式、

ペア抽選　 市民または協会員　 1,700
円　 電話で同協会・川田☎090－2148
－0017へ
●松戸市民ハゼ釣り大会〔全2回〕
7月①30日㈯13時30分～14時30分②

31日㈰9時～15時　 ①市民劇場②旧中
川ふれあい橋付近　 ①事前説明会②大会
2回とも参加できる人　 先着20人　
道具の貸し出しあり　 600円（小学生

以下400円）　 7月1日㈮10時から、電話
で松戸釣りクラブ・青山☎080－3388－
4590（昼間のみ）へ
◆小金わかば苑納涼祭
7月30日㈯17時～20時　 同苑（東平

賀）　 利用者とふれあい知的障がい者に
対する理解を深める　 同苑・大熊☎330
－5511
◆講演会「べてるの家」から吹く風
7月31日㈰14時～16時30分　 市民会

館　 北海道医療大学教授・向
むかい

谷
や

地
ち

生
いく

良
よし

氏　 先着150人　 FAXで土曜会（松戸
市精神障害者家族会）☎ 385－7070へ
●硬式テニス教室
初心者8月～11月の毎週①火曜日A 9時

～10時30分 B 10時30分～12時、②金曜
日A 14時～15時30分B15時30分～17時
ジュニア③8月～11月の毎週月・金・土
曜日のいずれか17時～18時30分、8月～
10月の毎週④水曜日16時～17時30分⑤
木曜日16時～17時30分　ナイター⑥8月
～11月の毎週日・月・金曜日のいずれか
19時～21時　 ①②⑤栗ケ沢公園庭球場
③⑥金ケ作公園庭球場④中央公園庭球場　
①②⑥市内在住、在勤の人③④⑤市内在

住、在学の小学生（③土曜日のみ中学生可）
先着①②各30人③各60人④⑤各40人⑥

各90人　 ①②③各10,000円（③月曜日

のみ7,500円）④⑤各7,500円⑥14,000円
(月曜日のみ10,500円)　 7月15日㈮まで
に、松戸市テニス協会ホームページ
http://www.tennis-mta.org/で　 同協
会☎341－1133（火・木・土曜日12時30
分～16時30分）
●ソフトテニスの催し
A 夏季大会 B 小学生大会　
8月28日㈰8時10分から受け付け（コー

ト不良の場合中止）　 栗ケ沢公園庭球場
A ペアのうち最低でも1人が市内在住・

在勤・在学・在クラブで中学2年生以上の
人 B 市内在住・在クラブの小学生　 ク
ラス別A 男女・年齢別等11部門 B 男女
ロー・ハイ　 A 1ペア3,000円(中学生
2,000円) B 同1,500円　 7月27日㈬ま
でに、所定の振込用紙で　 松戸市ソフト
テニス連盟・藤井☎090－4014－9753
C 教室
7月～11月の①③火曜日10時～12時②
木曜日10時～12時④火曜日19時～21時（平
成29年3月まで）⑤土曜日10時～12時⑥水
曜日12時～14時⑦金曜日10時～12時　
①②栗ケ沢公園庭球場③～⑤金ケ作公園庭
球場⑥⑦中央公園庭球場　 中学生以上　
各先着40人　 各1回500円　 電話で

同連盟・吉田☎090－4131－8039へ
◆夏休み親子モーター工作教室「手回し
発電の横二輪車をつくろう！」
8月①5日㈮②10日㈬③19日㈮各13時

30分～16時30分　 ①新松戸未来館②③
マブチモーター本社（北総線松飛台駅下車）
小学4～6年生（保護者同伴）　 各24

人（抽選）　 不要なCD、ペットボトルの
フタ　 7月7日㈭〔必着〕までに、はが
きに住所・保護者と児童の氏名・学年・電
話番号・希望日（第2希望まで）を記入して、
〒270－2280松戸市松飛台430　マブチ
モーター広報IR室（☎710－1211）へ
◆松飛台まつり（出店者募集）
10月16日㈰　 松飛台産業道路、松飛

台工業団地内道路　 ①フリーマーケット
②露店合計50区画（抽選）　 ①1区画
3,000円②同5,000円　 7月22日㈮まで
に、FAXで同実行委員会・伊藤 703－
7366へ
●古典舞踊公演（出演者募集）
10月23日㈰11時30分（開場11時）～

17時（下ざらい10月19日㈬）　 森のホ
－ル21　 参加費別途必要（要問い合わ
せ）　 電話で松戸日本古典舞踊連盟・小

こ

沼
ぬま

☎368－9583へ

健康体操なのはな会
毎月4回水曜日11時～13時　 小金

原体育館　 65歳以上　 月1,800円(入
会金1,000円)　 塩田☎344－3564
ポルカ(ストレッチ、リズム体操)
毎週月曜日13時～14時30分　 新松

戸市民センター他　 50歳以上の女性
月1,500円（入会金1,000円）　 小川

☎090－2745－7814
健康体操もくれん（ストレッチ等）
毎週木曜日10時～12時　 勤労会館

他　 70歳までの女性　 先着5人　
月2,000円（入会金1,000円）　 豊川☎
369－0577
忘れな草の会（ヨガ）
毎週月曜日10時～12時　 明市民セ

ンター他　 月3,500円（入会金1,000
円）　 川辺☎362－0372
松戸太極拳倶楽部（陳式）
毎週土曜日14時～16時　 勤労会館

他　 先着10人　 月3,500円（入会金
3,000円）　 菊岡☎342－3491

松戸市早朝テニスクラブ（硬式テニス）
毎日7時～9時（雨天除く）　 栗ケ沢公

園庭球場他　 先着10人　 年28,000
円（入会金3,000円）　 西田☎090－
1655－9750
火木会卓球クラブ
毎週火・木曜日11時～13時　 運動

公園卓球室　 30歳以上の女性　 月
1,700円（入会金2,000円）　 佐藤☎
365－5203
五香中国語会話教室
毎月第1・3土曜日13時10分～16時　
五香市民センター　 月2,000円（入会

金なし）　 諏訪☎090－9817－2314
碁楽会（囲碁）
毎週水・木・土曜日9時30分～12時　
常盤平老人福祉センター　 初段以下

の人　 加藤☎090－6533－8495
松戸健走会（ランニング、ウオーキング）
毎週日曜日と祝日7時～10時　 運動

公園　 18歳以上　 月500円（入会金
なし）　 斉藤☎343－3010（18時以降）

稔台空手道会
毎週火・金曜日19時～21時　 練真館

道場（上本郷）　 5歳以上　 月3,000
円（入会金なし）　 染谷☎090－8776－
9187
ケ・アヒ・フラメイツ(ハワイアンフラ)
毎週土曜日14時～16時　 二十世

紀が丘市民センター　 練習着　 月
4,000円（入会金なし）　 篠原☎364－
0103
松戸シニアアンサンブル“アモーレ”
月3回月曜日9時30分～12時30分　
まつど市民活動サポートセンター他　
アンサンブル経験者　 月4,000円（入
会金1,000円）　 若園☎342－6523
うたうひまわり会
月3回火曜日10時～12時　 まつど

市民活動サポートセンター　 月2,500
円(入会金1,000円)　 大貫☎090－
9834－4800
恵麻雀クラブ
毎週月～土曜日9時～16時　 JR新八

柱駅近くのビル　 1日1,000円（入会金
なし）　 工藤☎090－1547－1652
さわやかレディースクラブ（ソフトテニス）
毎週月曜日14時～17時・火曜日13時

～17時　 金ケ作公園庭球場　 月
1,500円（入会金500円）　 後藤☎384
－5355
松戸ふれあい太極拳金曜教室
月4回金曜日18時30分～20時30

分　 勤労会館　 月3,000円（入会
金1,000円）　 月井☎090－3819－
7594
月水木曜テニスクラブ
毎週月・水・木曜日13時～17時（水曜日

は11時～15時）　 栗ケ沢公園庭球場他
1回350円程度（入会金なし）　 倉本

☎090－6005－9396
和装サークル（きものの着付け）
月2回金曜日10時～12時　 東部ス

ポーツパーク　 1回1,000円（入会金な
し）　 中林☎090－8519－2456

※都合により会場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。
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●広報まつど　2016年（平成 28年）7月 1日

平成27年12月１日号に掲載した「松戸市人事行政の運営等の状況の公表」に一部追加があります。



12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。

※10月に公表予定の確定値により修正される場合があります。

　地域の人と人の心のつながりを深め、安全で安心し
て暮らせる快適な街づくりを目指して開催します。新
松戸のキャラクター「ハッピー君」と「ラッキーちゃん」

064

松戸市長   本
ほん

郷
ごう

谷
や

 健
けん

次
じ

　市民の皆さんの声を直接お聞きするため、市長専用のFAX
（ 366－2301）および市ホームページに市長メール送信
窓口を設けています。市政に関する建設的なご意見をお寄せ
ください（住所・氏名等をご記載ください）。

「みどりの市民力」2団体に国土交通大臣表彰

7月16日㈯・17日㈰
10時～21時（店舗は10時30分～20時）

同まつり実行委員会広報部
☎348－1008

を先頭に、地元子どもたちのみ
こしパレードや新松戸おどりな
ど数多くのプログラムを用意し
ています。
会場けやき通り（交通規制あ
り）、新松戸市民センター、新
松戸中央公園、支所前通り
内容鳴子おどり、サンバパ
レード、助六流太鼓、子ども
みこし、小・中学校バンド演
奏、フラメンコ、ジャズダ
ンス、ミニSL等

電子申請
QRコード

畑婚！
　8月6日㈯17時～20時30
分　会場松戸ビルヂング20
階（松戸駅下車）  ※受付時
に身分証明書等を確認しま
す。 対象28～45歳の独身
で、市内在住･在勤または将来松戸市に転
入予定の人　定員男女各15～20人（抽選）
費用男性4,000円、女性3,000円

7月14日㈭〔必着〕までに、電子申請サー
ビスまたはEメールで件名に「夢花火」、本
文に住所・氏名（ふりがな）・性別・生年月
日・年齢・平日昼間連絡可能な電話番号を

　野菜の種まき・収穫・バーベキュー等
を通じて、パートナー探しをしませんか。
日程Aグループ（20～45歳まで）＝1回目
9月11日㈰、2回目11月6日㈰　Bグルー
プ（30～55歳まで）＝1回目9月25日㈰、
2回目11月20日㈰　※両グループ全体
で12月中旬に懇親会兼卒業式を開催予
定。 参加資格独身で農業に関心がある
または従事している人　※市内農業従
事者優先。 募集人数各グループ男女各
15～20人（抽選）　費用各回男性2,500
円、女性1,200円〔昼食（バーベキュー
等）代〕

8月19日㈮までに、FAXまたはＥメー
ルで件名に「畑婚」・本文に氏名・年齢

（生年月日）・住所・電話番号・職業・希
望グループ（両方申込可）・趣味等簡単
なプロフィールを記入して、NPOクリエ
イティブまつど工房 713－0530、
eno55@ebony.plala.or.jp（☎ 090
－8946－9554）へ

青年講座 縁結びサポート事業第11弾

～畑で愛と野菜を育む～

記 入 し て mckozas@
city .matsudo.chiba.
jpへ　※詳細を送ります
ので、上記アドレスからの
メールを受信できるよう
に設定してください。

      夢花火de
 出逢わNight！

2016

 青少年会館☎344－8556

みどりと花の課☎366－7378

根木内歴史公園サポーター
根っ子の会

オープンフォレストin松戸
実行委員会

オープンフォレスト
in松戸実行委員会

根木内歴史公園サポーター
根っ子の会

オープンフォレストin松戸
実行委員会

根木内歴史公園サポーター
根っ子の会

告白タイム
あり！ 服装テーマ

は「夏祭り」

想い出刻んで30回

新松戸まつり

　6月12日に柏市内で開催された『第27回全国「みどりの愛護」
のつどい』で、「オープンフォレストin松戸実行委員会」と「根
木内歴史公園サポーター根っ子の会」が国土交通大臣表彰を受
けました。
　同つどいは、都市緑化意識の高揚と緑豊かな住みよい環境
づくりを進めるために開かれているもので、同日は皇太子同

妃両殿下ご臨席のもと、全国から
緑の関係者が一堂に集いました。
　「オープンフォレストin松戸実
行委員会」は、減少を続ける市内の森で保全活動とともに市民
に森を公開する催しを主催しています。また、「根木内歴史公
園サポーター根っ子の会」は、古来の歴史と豊かな自然を身近
に感じられる同公園で保全等の活動をしています。
　市はこれからも市民と行政が力を合わせて行動する「み
どりの市民力」で緑を守り育てていきます。

すてきなパートナーを見つけませんか？ 要申込

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・電話番号・

コメント(50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

平成26年5月生
いつもにこにこで人懐こいゆめ
が大好きだよ♥毎日幸せをあり
がとう！

平成26年11月生
あんよが上手になって歩くのが楽し
いね♪いつも美月の笑顔に癒されて
るよ。ありがとう♪

平成27年10月生
成長がめまぐるしい毎日！たくさん食
べて、たくさん寝て、たくさん笑って
大きくなーれ♪

優ゆ

芽め

ち
ゃ
ん

尾
崎
　
美み

月つ
き

ち
ゃ
ん

めいこちゃん

人口が過去最多を更新しました
　6月1日現在の松戸市の人口は48万5,616人となり、
これまで最も多かった平成22年9月1日の48万5,545人
をおよそ6年ぶりに上回りました。平成25年には48万人
を割り込むこともありましたが、平成27年度に入って急
激に回復し、この1年2カ月で約4,000人も増加しました。
　増加した要因として、平成27年3月の上野東京ライン
開通により松戸が東京により近く、便利になったことが
挙げられます。さらに、民間情報機関のランキングをみ
ますと、松戸市は子育てや高齢化対応で高い評価を得て
います。犯罪発生件数も減少し、安全な街であることも
数字に表れています。こういった成果は、市民の皆さん
や事業者の皆さんが各分野でご努力された結果です。
また、これらの取り組み・結果を市内外に広くPRできて
きていることも、人口増加に結びついたのではないかと
思います。引き続き、より多くの人々が魅力を感じる街
を目指して頑張りますので、ご協力のほどよろしくお願
い申し上げます。
　7月1日に「まつど健康マイレージ」事業がスタートし
ます。松戸市グラウンド・ゴルフ大会（5マイル）・松戸
市はつらつクラブ連合会が主催する運動イベント（1マ
イル）など健康に関するイベントへの参加や、健康診断
（15マイル）などの受診によって貯めたマイルで抽選に参
加でき、クオカード1,000円分などの特典がもらえる事
業です。また、貯めたマイルは累積されていき、1,000・
2,000・3,000マイルでの表彰もありますので、皆さん
も3,000マイルを目指して頑張ってください。
　この事業の狙いの一つは、市民皆が健康で長生きで
きる社会、健康寿命を延ばして元気に暮らせる社会づく
りです。健康な体は一朝一夕で作ることができません
が、取り組みを始めるのに遅すぎるということはありま
せん。若い人はもちろん、高齢の人もみんな無理なく少
しずつ努力を積み重ねることで、健康な体を作っていき
ましょう。

人口 485,616人　
世帯 218,695世帯

男　　241,582人
女　　244,034人

〔＋ 175〕
〔＋ 182〕

〔＋ 52〕
〔＋ 123〕

人口と世帯（平成28年6月1日現在）※平成27年国勢調査の速報値を基準として、　集計した常住人口です。市の公式ホームページ
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

2016.7.1
（平成28年）
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