
◦落下物等から身を守る
◦扉など出口を確保する

◦火がでていたら消火する
◦家族を助け出す
◦周囲の被害状況を確認

まずは自分の身を守る
自助

揺れが収まったら家族
や近所の人を助け出し
ましょう

共助
確認！

確認！

で大地震に遭遇したら自宅

もしも…

福祉避難所とは
　災害発生時に要介護認定者や障がい者など特別な配
慮を必要とする人を受け入れる避難所。
※人員や物資の支援が入り次第必要に応じて開設しま
す。まずは市指定の収容避難所に避難してください。

福祉避難所へ避難できる人は
　要介護認定者や障がい者等で、社会福祉施設や病院
等へ入所・入院をしていない、避難所での生活で特別
な配慮が必要な人。
※一般の避難者は避難できません。

安全安心メール

　通信の混雑の影響を避けながら、安否の確認や避難場所の連絡等をスムーズに行う
サービスです。毎月1日や15日などが体験日です。災害時に慌てないためにも、あら
かじめ体験してみましょう。
①災害用伝言ダイヤル（1

い

7
な

1
い

）

②災害用伝言板
　インターネットを利用して、安否情報の登録と確認ができます。各携帯電話会社のトッ
プページから「災害用伝言版」を選択してメッセージを登録・確認してください。

身の回りの危険な箇所・避難場所・避難経路等を確認して、日頃の備えを見直しましょう。 危機管理課☎366－7309

市では福祉避難所を指定しています

市からの防災情報を得るために 災害用伝言サービスとは

◦自分の身の安全を確保する
◦職場や集客施設等の安全な場所に留まる
◦災害用伝言サービスで家族の安否や自宅の無事を確かめる
◦交通情報や被害情報などを入手する

確認！

①松戸市安全安心メールに登録しましょう
　災害時に正しい情報を確認し、冷静に行動
するために事前の登録をお願いします。
②防災無線の内容を無料で確認
　放送がよく聞こえなかった場合やもう一度
聞きたい場合は、下記の電話番号でご確認
ください。

に備えましょう

□ 非常持ち出し品のチェック

□ 家屋の危険箇所のチェック

□ 家具の安全な配置と転倒防止対策

□ 災害時の連絡方法、避難場所の確認

準備はできていますか？
チェックしてみましょう！

むやみに移動せず、落ち着いて行動しましょう
火災や沿道の建物からの落下物などにより、負傷する危険がある
ばかりでなく、災害時に優先されるべき救助活動の妨げとなります。

で大規模災害に遭遇したら外出先

もしも…

０８００－８００－９３６６  放送内容を
無料で電話確認

施設名 住所
緑風園 和名ケ谷1484
松寿園 六高台2の19の2
南花園 河原塚102の8
マーシイヒル 根木内677の2
やわら木苑 金ケ作277
陽光苑 旭町2の238
ひまわりの丘 五香西5の19の8

施設名 住所
松戸陽だまり館 幸田111
なでしこ 中矢切259の1
第二南花園 紙敷1186の8
リバーサイド・ヴィラ 根木内149
親愛の丘 和名ケ谷1258の1
東松戸ヒルズ 紙敷1065の4

施設名 住所
松戸愛光園 高塚新田128の8 
まんさくの里 八ケ崎2の15の1
明尽苑 金ケ作296の1
秋桜 栄町西3の1036の2
あすなろ 金ケ作139の10
松峰苑　 高塚新田488の9
芙蓉園 幸田153

福祉避難所はどこ
◦各老人福祉センター
◦千葉県立松戸・つくし・矢切特別支援学校

◦ふれあい２２　◦各市民センターの和室等
◦下記の特別養護老人ホーム

9月1日は
防災の日

です 規大 模災害

　千葉県を含む九都県市では、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ガソリンスタンド
等と「災害時徒歩帰宅支援に関する協定」を締結しています。
　これらの店舗は、災害発生時に水道水やトイレの提供のほか、道路交通情報などを可能な範
囲で提供します。

災害時帰宅支
援ステーション
ステッカー（コ
ンビニエンスス
トア等）

災 害 時 帰 宅 支 援ス
テーションステッカー

（千葉県石油商業組
合に加盟する県内の
ガソリンスタンド）

徒歩帰宅者を支援する店舗はこのステッカーが目印

伝言の録音171→1　自宅などの電話番号→メッセージを入れる
伝言の再生171→2　自宅などの電話番号→メッセージを確認

9/1
2016（平成28年）

No.1554

●1月8日㈰開催の七草マラソン参加者募集
●9月9日は救急の日
●秋の講座
●お天気キャスター・木原実氏トークショー
●ご長寿ハッピーコンテスト参加者募集
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     予防接種は早めに、確実に受けましょう。　問健康福祉政策課☎704－0055

　個々の体力に応じたスピードで走り、完走の喜びを味わいませんか。
会場運動公園陸上競技場他　内容ファミリー・小学生2km、中学生3km・
5km、高校生以上5km・10km　費用中学生以下800円、高校生1,600円、
一般・ファミリー2,500円
申市ホームページまたは市内各公共施設で配布するパンフレットをご覧く
ださい。  ※インターネット等10月31日㈪・郵便振替10月15日㈯締め切り。

同大会の出店者を募集
出店内容飲食物、地域の特産品、スポーツ用品、その他 出店条件①
大会趣旨を理解し、それに適した出店内容であること②飲食物を出店
する場合、食品衛生法に基づく許可等、必要な許認可を得ていること
③社会通念上不適当である団体および個人ではないこと　募集数13
スペース（1スペース3.6m×2.7m）　※申込多数の場合、出店内容を
調整した上で抽選。　出店料1スペース3,000円（テント・机・椅子の
貸し出しあり）
申10月31日㈪までに、郵送またはFAXで市ホームページまたはス
ポーツ課で配布する申込書に必要事項を記入して、〒271－8588松
戸市根本356京葉ガスＦ松戸ビル6階　松戸市七草マラソン大会実
行委員会事務局 366－7475〔☎703－0601（スポーツ課）〕へ

　子犬・子猫が生まれたら困る人、生まれても育てられない人は、不妊・
去勢手術をお勧めします。

問（公社）千葉県獣医師会（☎043－232－6980）または（公財）千葉県動物
保護管理協会☎043－214－7814

　走る広告塔として効果が期待される
公用車への広告掲載をしてみませんか。

●複数の応募があった場合は、掲載料が高いものを選定します。
●貼付する広告物は、ラッピングフィルムやカッティングシート等のは
く離可能な素材で作成したものをご用意ください。

●広告掲載には別途、屋外広告物の許可申請および申請手数料が必要です。
申広告掲載申込書に、申込者の事業内容がわかる書類（法人の登記事
項証明書等）、広告の原稿案（カラー）を添付して、直接または郵送で、
〒271－8588松戸市役所　財産活用課車両担当（☎366－7316）へ
※申込書等は財産活用課で配布している他、市ホームページからダウン
ロードもできます。

募集期間9月1日㈭～30日㈮　寸法80㎜×90㎜　募集枠数長3封筒２枠、
角2封筒6枠（先着順）　広告掲載料長３封筒＝１枠22,000円（22,000
枚印刷）、角2封筒＝１枠17,000円（17,000枚印刷）　※版代および印刷
費用は市が負担。
申申込書に原稿案を添付して直接または郵送で、〒271－8588松戸市根
本356京葉ガスＦ松戸ビル6階　教育財務課（☎366－7460）へ　※申
込書、広告掲載基準等は教育財務課で配布する他、市教育委員会ホーム
ページからダウンロードもできます。

問下水道整備課☎366－7361（下水道の計画・工事）、
下水道維持課☎366－7393（下水道への接続・私道下
水道敷設補助金）、下水道維持課料金担当室☎366－
7394（下水道使用料・受益者負担金の賦課・支払い）

　市では、皆さんが快適に生活できるように、下水道の整備を進めて
います。
　下水道が使える区域では、水洗便所・風呂・台所等から出る汚水は
速やかに下水道へ流し、くみ取り便所は３年以内に下水道に接続され
た水洗便所に改造するように下水道法で義務付けられています。改造
が済んでいない家庭は、工事をお願いします。下水道への接続工事は、
必ず松戸市下水道指定工事店に依頼してください。

●改造資金の融資あっせん・利子補給制度
　浄化槽やくみ取り便所を利用している人が下水道への接続工事を
行うときに、改造資金の融資を金融機関にあっせんし、融資に伴う利
子の一部を市が負担し、実質的に年1.2％の利子で融資を受けること
ができます。
対象①自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難②建
築物の所有者または所有者の同意を得た占有者③市税･受益者負担
金・下水道使用料を滞納していない④あっせん額が50,000円以上

●私道に共同排水設備を敷設する場合の補助制度
　私道に排水設備を敷設する場合、費用は個人負担ですが、下記の要
件を満たして申請すると工事費用の全額補助が受けられます。
　下水道が使える区域になりましたら、私道ごとに説明会を実施しま
す。下水道維持課までお問い合わせください。
補助金交付要件①幅員１ｍ以上で隣接する既存家屋が２戸以上ある
私道②敷設工事と同時に２戸以上の既存家屋が下水道への接続工事
を行う③下水道事業受益者負担金の滞納がない

●市内の下水道普及率は84.35％
　６月末日現在の下水道普及率は84.35％で、水洗化率（下水道が使
える区域で実際に接続している人の割合）は94.97％です。

※①～④は雇用・社会保険、厚生年金加入。 ※年収見込みについては、
給与改定等があった場合は変動する可能性があります。
採用期間平成29年4月1日～平成32年3月31日　受験案内書配布期間10
月21日㈮まで　※幼児保育課・各支所およびハローワーク松戸で配布（土・
日曜日を除く）する他、市ホームページからダウンロードできます。 ※詳細

松戸市七草
マラソン大会

犬・猫不妊去勢手術費用の
一部を助成します 要申込

公用車に掲載する公用車に掲載する
広告を募集広告を募集

教育委員会用封筒に
広告を掲載しませんか 要申込

河川をきれいにするために欠かせない

下水道の整備にご協力を下水道の整備にご協力を

問幼児保育課☎366－7351
試験区分 募集人数 1日の勤務時間 年収見込

① 保育士 50人 6.25時間 273万円
② 15人程度 6.25時間（朝夕2回勤務） 273万円
③
保育従事職員
（資格不問） 15人程度

4時間（朝夕2回勤務） 137万円
④ 6時間（朝夕2回勤務） 205万円

⑤ 3時間（朝夕のいずれかまたは2回）   
※勤務シフトによる 103万円

募集内容
(各車種 5台1組）

掲載場所
（5台分）

広告の大きさ
（1枚あたり） 掲載枚数 掲載料

（5台1組 10枚分）
・軽乗用車両
・軽貨物車両

後部ドア面
両側

縦30cm
横50cm

10枚
（2枚×5台）

180,000円以上
（年額）

広告掲載
スペース

●助成金額
　手術費用の内5,000円
※手術と同時にマイクロチップを装着する場合さ
らに1,000円助成し、抽選時優遇。 ※手術費用は
動物病院により異なりますので、事前に動物病院
にお問い合わせください。

●助成対象
　約800頭の犬（今年度の狂犬病予防注射済み）・猫（抽選）
※1世帯当たり1頭。　※高齢や生後半年に満たない、または病気等によ
り手術できない場合があります。応募前に動物病院と相談してください。
●応募期間
　9月20日㈫～26日㈪（動物愛護週間）

9月10日は下水道の日 平成29年1月8日㈰開催
第６２回 

問スポーツ課☎703－0601
に参加しませんか 要申込  

捨て犬・捨て猫などの不幸な動物をなくすために

は受験案内書をご覧ください。　試験日程11月13日㈰
会場市役所議会棟　受験資格昭和28年4月2日以降に生
まれた人（①②は保育士登録を受けている人または平
成29年3月31日までに登録を受ける見込みの人）
申10月21日㈮〔消印有効〕までに郵送で

●広報まつど　2016年（平成 28年）9月1日
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市内で麻しん（はしか）の発生が続いています。麻しんは、空気感染するなど感染力が非常に強いと言われています。    

救急出動件数と現場到着時間の推移

市民によるAED使用状況

平成27年
救急車による傷病程度別
搬送人員構成比

23,63823,638

22,83822,838

21,86821,868

21,91721,917

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

平成23年 24年 25年 26年 27年

8.2

8.0

7.8

7.6

7.4

7.2

7.0

6.8

7.5

7.37.3

7.57.5

7.97.9

（分）

8.1
分

（件）

23,787件

27年

うち
電気ショック
実施

社会
復帰者数

32件
39件

1人2人
5人

平成25年 26年

8件

6件

6件

44件中等症
48.2％

重症
7.0％

死亡
0.7％

軽症

44.1％
入院の必要
なし

備えよう住宅用防災機器
 問松戸市防火協会事務局(消防局予防課内)☎363－1114

耳の不自由な人と筆談で
コミュニケーションする技術が身につく
松戸市聞こえのサポーター講座受講者募集 要申込

　家族や自分が急に病気や
けがをしたとき、どうした
らよいか困った経験はあり
ませんか。救急車の適正利
用や消防局の取り組みなど
を紹介します。

ひとりでも多くの
生命を救うために

救急の日救急の日
は

今後の普通救命講習会開催予定（個人対象）
11月24日㈭、平成29年1月13日㈮、3月3日㈮
詳細は市ホームページをご覧ください。

　市内10カ所の消防署に11台の救急車が配置さ
れ、一刻を争うような大けがや急病での救急要請
に対し、救急隊員が日夜救急活動をしています。
　平成27年の市消防局の救急出動件数は23,787
件で、1日平均65.2件、22分に1件の割合で救急
車が出動しました。
　搬送人員を傷病程度別に見ると、比較的症状が
軽く、入院の必要がないと思われる「軽症」と診
断された傷病者が全体の44.1％でした。

救急搬送のうち、

4割以上が軽症者

いざというときのために～

正しい応急手当て
を身に付けませんか

　救急要請場所から最も近く出動可能な救急車が出動するため、
救急出動が増えると、緊急性があるときに遠方から救急車が
来ることになります。救急車は、みんなで共有する医療資
源です。緊急性のあるときに利用しましょう。

救急車は適正に利用しましょう

このようなときに、

救急車を
呼ぶ必要が
あるか考え
ましょう

〔事例紹介〕
　15歳の男子生徒が体育の授業中に急
に倒れ心肺停止になりました。
　異変に気づいた教員が応急手当て
（胸骨圧迫、AEDによる除細動実施）
を実施し、救急隊・ドクターカーに引
き継いだところ心拍が再開しました。

救急現場に居合わせた
人が使用した

AED（自動体外式除細動器）

が尊い命を救っています

　市では、救急現場に消防隊が出動し、
連携して救急・救護活動や人命救助活動など
を行う「PA連携」を実施しています。
　「救急車を呼んだのに消防車が来た！」と驚くかも
しれませんが、消防車には救急隊員と同じ資格を持つ
隊員が乗っています。救急車が到着するまでの間、消
防隊員が応急処置をしますのでご安心ください。

救急現場に

消防隊も出動

　住宅火災を予防し、万が一火災が発生しても被害を小さく抑えるために、｢住宅
用火災警報器｣などの防災機器や火災の拡大を遅らせる防炎品の使用が効果的です。
●火災を早く知るために ………住宅用火災警報器
●火災を早く消すために ………住宅用消火器、エアゾール式簡易消火具
●火災を拡大させないために …防炎物品（カーテン等）、防炎製品（布団、衣類等）
●火災を出さないために ………安全装置付きガスこんろ、安全装置付き暖房機器

　高齢になっても住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう
みんなで考えてみませんか。

　9月12日㈪①9時30分～12時②14時～16時30分③13日㈫9
時30分～12時　会場①青少年会館②ふれあい22③中央保健福祉
センター　※お住まいに近い会場をお選びください。 講師さわや
か福祉財団職員　定員各先着60人　費用無料
申電話で介護制度改革課☎366－4101へ

　10月4日～25日の毎週火曜日14時～16時　会場ふれあい22
対象市内在住・在勤の全ての回に出席できる人　※受講者に対す
る情報保障はつきません。 定員20人程度（抽選）   費用無料
申 9月16日㈮まで〔消印有効〕に、はがきで住所･氏名（ふりがな）・
年齢・職業・電話番号・FAX番号を記入して、〒271－8588松戸
市役所　障害福祉課（☎366－7348、 366－7613）へ

9月に入りましたが、
まだまだ暑い日が続きます。
頭痛や吐き気など体調に
異変を感じたら

119番してください。

熱中症に
ご注意を

し、

◉靴ずれが痛い
◉紙で指先を切った
◉日焼けで肩が痛い

◉入院予定日で病院へ行きたい
◉病院までの交通手段がない

消防車には救急
隊員と同じ資格
を持つ隊員が
乗っています!

9月１日～21日は住宅防火・防災キャンペーン

　9月1日㈭10時～11時30分　会場市役所連絡通路　内容
住宅用防災器機展示､ 住宅用火災警報器クイズ(先着順で全
問正解者などにプレゼントあり)､ 高齢者宅への住宅用火災
警報器取り付け支援を受け付け

住宅防火・防災キャンペーン
　敬老のお祝いに、安心をプレゼント!

問消防局救急課☎363－1145

支え合う地域づくり勉強会 要申込
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     機能が拡充されます。この機会にぜひご登録ください。　問広報広聴課☎366－7320　　　　　

※全教室の対象者は、市内在住・在学。
申各締切日〔必着〕までに、電子申請サービス、直接窓口（普通はがき持参）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。 

秋の青少年教室 秋の青少年教室 
問青少年会館☎344－8556

教室名 日時 会場 内容 講師 対象 定員（抽選） 費用 申込締切日

秋の陶芸教室〔全４回〕
9/25㈰、10/2㈰
・22㈯・30㈰
10:00～11:30

ふれあい22
自分だけの作品を完成させ、作
品を11/3㈷開催の文化祭で展
示

ＮＰＯ子どもっとまつ
ど陶芸倶楽部 小学３年～中学生 15人 500円

  9/12㈪リボンで楽しくリズムダン
ス♪〔全4回〕

10/6㈭・13㈭
・20㈭・27㈭
17:15～19:00

青少年会館
手具を使って、リズムに乗せて
楽しく体を動かす。11/3㈷開
催の文化祭で発表

千葉県社会体育公
認指導員・斎藤淳子
氏

小学生
20人 無料

初めてのオセロ教室
〔全２回〕

10/8㈯・15㈯
9:30～11:30

青少年会館
樋野口分館

ルールや打ち方の講義を受け、
対局

（一社）日本オセロ連
盟 小・中学生

親子で学ぶ夢科学～楽し
く不思議な工作教室～

10/22㈯
①10:00～12:00
②13:30～15:30

青少年会館
①教訓茶碗（欲張って水を入れ
るとこぼれてしまう茶碗）を作る
②ストローでお化け笛をつくり
合奏

夢化学実験隊代表・
青山好延氏

①小学1～3年生の
親子
②小学4～6年生の
親子

各15人 300円

10/  4㈫竹紙漉
す

きとけしごむハン
コ教室

10/29㈯
13:30～16:30 旧齋藤邸住宅

竹紙漉き体験と消しゴムはんこ
作り。作品を11/3㈷開催の文
化祭で展示

消しゴムはんこ講師
・かさいあさこ氏 小学4年～中学生 20人 400円

図書館＆青少年会館共催
企画　絵本で楽しく親子
でおとな哲学・こども哲学

10/29㈯
13:30～15:30

子ども読書
推進センター

本の朗読をし、本を通して親子
で一緒に楽しく考える

NPOこども哲学・お
とな哲学アーダコー
ダ

小学2～6年生と
保護者 12人

無料
秋の自然観察会 11/5㈯

10:00～12:00
21世紀の
森と広場

野鳥や植物といった秋の自然を
観察

自然解説員・加藤裕
一氏他 小・中学生 20人 10/20㈭

お父さんと一緒にうどん
作り☆

11/19㈯
10:00～14:00 市民会館 お父さんと協力してうどんや天

ぷらを作り、一緒に食べる
ＮＰＯ子どもっとまつ
ど

小学3年～中学生と
保護者 10組 500円

（1組）
10/27㈭

ユニカール
～体育館でカーリング～

11/20㈰
13:00～16:00 青少年会館

専用カーペットの上をプラス
チック製のストーンを滑らせて
行うニュースポーツ

千葉県ユニカール協
会・川村光廣氏他

小学3年～中学生　
※保護者の参加も可 20人 無料

申込フォームQRコード要申込

秋の講座 要申込
申 9月8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・氏名・ふりがな・年齢・
電話番号・返信用宛名（保育付きの講座で保育希望の人は、子どもの氏名・ふりがな・性別・生年月日・食べ物の
アレルギーの有無も）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（☎
367－7810）へ
※往復はがき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9月9日㈮から電話で受け付け。
※申し込みフォームの返信は、 mcsyogaigakusyu-kouza@city.matsudo.chiba.jp
　からになります。受信可能な設定にしてください。
※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。

時間①②14時～16時③10時30分～12時30分　会場同大学同学部内ＭＤホール　定員50人

　新しい自己の発見と充実し
た生活、人間関係の広がりを
めざした学習の場として開催
しています。

　生涯学習推進課では、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。

対象市内在住・在勤・在学の人
費用記載のないものは無料

日本大学松戸歯学部連携「お口の健康・からだの健康」〔全3回〕

千葉大学園芸学部連携「食に関する誤解をとく～知っておきたい食の現実」〔全4回〕
時間10時～11時30分 会場流通経
済大学新松戸キャンパス　講師同
大学社会学部教授・東美晴氏　定
員先着60人
申 9月30日㈮までに、電話で生涯
学習推進課☎367－7810へ

流通経済大学連携「雑誌記事から見る日
本人の旅行の10年」〔全３回〕
日程 内容

① 10/  8 ㈯ 女性と旅行、その旅の形の変化
－リゾートからパワスポ（パワースポット）まで－

② 10/15 ㈯ テーマツーリズムの定着と展開
－歴史からフード、妖怪、猫ツーリズムまで－

③ 10/22 ㈯ 旅の流行の変化と世界経済の変動

日程 内容 講師
① 10/  7 ㈮ 健康長寿を目指して～誤

ご

嚥
え ん

や窒息を起こさないために～ 同大学教授・野本たかと氏
② 10/14 ㈮ 生活習慣から健康寿命を考える 同大学教授・坂巻達夫氏
③ 10/23 ㈰ 加齢のコントロールは口の健康から―歯みがき指導― 同大学准教授・有

あ り

川
か わ

量
か ず

崇
む ね

氏

講座名 日程 内容 会場 講師 定員

① 古典の日記念事業「概論・世界の常識＝非常識、日本料理の基礎知識」
10/17㈪・31㈪〔全2回〕
１０：30～１２：３０

比較文化論概説、日本料
理の解読

文化
ホール

流通経済大学教
授・辻原康夫氏 30人

② しきじがっきゅう（識字学級） じゅこうしゃとそうだんし
て、けってい

しょうがっこうていどのよ
みかきをならいます

ぶんか
ほーる

しゃかいきょうい
くしどういん 1～3にん

講座名 団体名 日程 会場 講師 定員 費用

①「まつどの《樹》を訪ねる散歩～初秋編」〔全3回〕 樹
き

の会 9/23㈮・30㈮、10/7㈮
9:00～12:00

現地散策（金ケ作・
矢切・新松戸）

樹木医・真嶋好博氏
他 20人 無料

② 石仏と出会いましょう〔全2回〕 石仏等を
見て歩く会

10/12㈬・26㈬
10:00～12:00 現地（新松戸） 同会会員 20人 無料

③「葉や木の実で調べる樹の名前パート２」〔全2回〕
千葉大
みどりの会

10/1㈯・8㈯
9:00～12:00

千葉大学園芸学部
構内

千葉大学大学院
園芸学研究科
准教授・百原新氏

20人 無料

④
ママの「今」を楽しもう（陶芸・スマホ
で撮影・食品安全）〔全3回〕
※一時保育あり〔1歳6カ月～未就
学児対象（おやつ代1回200円）〕

マル・モリ
クラブ

10/13㈭・27㈭、
11/10㈭
10:00～12:00〔全3回〕

矢切公民館 野田陶芸センター
職員他 25人 材料費

1,550円

日程 内容 講師
① 10/  4 ㈫ 食品添加物と食品安全 千葉大学大学院教授・江頭祐

ゆ

嘉
か

合
り

氏
② 10/11 ㈫ 食中毒の現状と対策 元東海大学教授・小沼博隆氏
③ 10/18 ㈫ 遺伝子組み換え鮭がやってくる！ ジャーナリスト・岡田幹

も と

治
は る

氏
④ 10/25 ㈫ 健康食品と機能性表示 消費生活コンサルタント・森田満樹氏

申込フォーム
QRコード

「講座サポーター」を募集
　市民大学講座・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（市民自主企画講座では募集して
いません）。
　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。講座サポーターになって
いただける人は、応募はがきに「講座サ
ポーター希望」と記入してください。

市民大学講座

成人講座
時間13時30分～15時30分　会場千葉大学園芸学部内100周年記念戸定が丘ホール　定員50人

市民自主企画講座

マナビィ

要申込
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広報まつどを配信しているスマートフォン・タブレット用アプリ「i広報紙」の名称が９月中旬から「マチイロ」に変わり、    

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

先着30人　 同協議会ふれあいサービ
ス☎368－2941

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
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
9月15日㈭10時～10時30分〔雨天中
止〕　 西ノ下公園(西馬橋幸町9)、かも
め公園(小金原7の30)　 先着100人　
市民安全課☎366－7285

シティー・ミニコンサート～ウィーンへの
いざない～
9月21日㈬12時15分～12時45分（開
場11時30分）　 市役所市議会議場　
曲目愛の喜び（クライスラー）、ハンガリー
舞曲5番（ブラームス）他　演奏者吉田篤氏
(ヴァイオリン）、上野範子氏(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）

まつど市民活動サポートセンターの催し
市民活動助成制度サポート講座～助成金
のプレゼン、共感者を増やすコツ～　 9
月25日㈰13時30分～16時30分　 同
センター　 同センター長　 市民活動
助成制度への応募を検討している団体の
人、助成金応募に興味のある人　 先着
30人
ＮＰＯ・市民活動よろず相談室・松戸市の空
き家事情を知って、その利活用について考え
よう　 9月24日㈯14時～16時　 同セン
ター　 市住宅政策課職員　 先着10人
共通 電話またはEメールで同センター☎
365－5522、 hai_saposen@matsudo-
sc.comへ

会議

松戸市男女共同参画推進協議会
9月6日㈫14時から　 ゆうまつど　

傍聴定員先着5人（13時30分から受け付
け）　 男女共同参画課☎364－8778

東部スポーツパークの体育館耐震および
外壁改修工事のため10月1日㈯～平成
29年2月28日㈫の間、市立図書館東部分
館は臨時休館します
※返却ポストは利用できます。
図書館☎365－5115

新規小規模保育施設「東松戸ニコニコ保
育園」が開所します
開所予定日10月1日㈯　所在地東松戸1の
2の3　 平成28年4月1日現在0～2歳の
子　保育期間月～土曜日７時～19時　
0歳児3人、1歳児8人、2歳児8人　 幼児
保育課入所入園担当室☎366－7351

看護小規模多機能型居宅介護「さんしょ
う」が開設されました
所在地河原塚411の1　併設訪問介護事業
所・訪問看護ステーション・居宅介護支援事
業所　 要介護1～5認定を受けた市内在
住の人　 29人　 サービス内容、利用
申込について=（一社）幸

こう

樹
じゅ

会☎710－0331
（月～土曜日9時～18時）、介護保険制度
について=介護保険課☎366－7370

雇用促進奨励金の申請を受け付け
申請期間9月16日㈮～30日㈮　要件①
ハローワークの紹介により高齢者（市内在
住）または障がい者を雇用している市内の
事業所②特定求職者雇用開発助成金の支
給決定を受けている事業主　奨励金額1
人につき各月賃金の30％（上限2万円）　
交付期間雇い入れ後1年（重度障がい者等
の場合は1年6カ月）経過した日から1年間
※申請書類は商工振興課から対象事業所
宛てに送付します。　 商工振興課労政担
当☎711－6377

後期危険物取扱者試験を実施
11月20日㈰10時から　 習志野市

他４会場　 甲種5,000円、乙種3,400
円、丙種2,700円　 9月20日㈫～10
月14日㈮に電子申請 http://www.
shoubo-shiken.or.jpまたは9月23日㈮
～10月17日㈪(土・日曜日、祝日除く・当

〔国語１・２、数学、英語１～３、社会（歴史）〕
※１教科でも可　 教職経験者　 市内
在住・在勤の１６歳以上で、義務教育程度の
基礎を再び学びたいと考えている人（今春
中学校を卒業した人は１５歳でも可）　
各若干名（抽選）　 無料（別途教材費）　
9月9日㈮までに、電話で青少年会館☎
344－8556（平日９時～１７時）へ　※9月
5日㈪～9日㈮に体験入学あり（申し込みに
は体験入学が必要）

庭から見よう戸定邸
庭園は、9月から2年間の復元工事に入り
ます。工事期間中も引き続き庭園の公開
を実施しますが、工事の内容によっては公
開を停止する時期が発生する場合があり
ます　 9月6日㈫・10日㈯・15日㈭・21日
㈬・25日㈰・30日㈮　 戸定歴史館☎362
－2050

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
9月8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

住宅リフォーム相談と市民講座
9月10日㈯①10時～16時（13時～14
時を除く）＝住宅リフォーム相談②13時～
14時＝市民講座（リフォーム・バリアフリー
等のポイント）　 明市民センター　 松
戸住宅リフォーム相談員協議会☎365－
5252

ふれあい教室「朗読をきくかい」
9月14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

市民のための介護力アップ講座～ケアマ
ネジャーに学ぶ介護保険の利用の仕方
9月14日㈬13時30分～15時30分　

（社福）松戸市社会福祉協議会　 ケア
マネジャーの選び方、訪問看護の上手な
利用の仕方　 市内在住・在勤の人　

日消印有効)の間に、消防局と各消防署で
配布している願書を直接または郵送で、
〒260－0843千葉市中央区末広2の14
の1　(一財)消防試験研究センター千葉県
支部（☎043－268－0381）へ　※消防局
および消防署では申し込みできません。

危険物取扱者試験①受験者講習会②模
擬試験
①10月21日㈮9時30分から②11月11日
㈮13時から　 ①松戸商工会議所②消
防局　 ①3,600円(テキスト代別)②500
円　 10月①3日㈪②31日㈪までに、直
接消防局(☎363－1114、土・日曜日、祝日
除く)へ

下水道排水設備工事責任技術者の登録
更新手続きをお願いします
受付期限9月14日㈬　更新講習会 11
月10日㈭または16日㈬　 千葉市民会館
（千葉市中央区要町１の１）　※申請書類
は登録住所へ郵送　※手続きをしないと
資格を喪失します　 有効期限が平成29
年3月31日の人　 県下水道協会事務局
☎043－245－6112

9月23日㈮まで平成29年度松戸市社会
福祉協議会の職員を募集しています
詳細は同会ホームページ http://www.
matsudo-shakyo.com/で　 同会☎
368－0928

講座・講演・催し

花づくり講習会～秋まき一年草の種まき～
9月27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
総更級公園緑の相談員・白

しら

瀧
たき

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

基礎学力再履修講座１０月生追加募集
10月～平成29年3月の平日の13時30
分～17時、18時30分～20時45分（教科
別の時間割はお問い合わせを）　 青少
年会館　 中学校の教科書を使用した学習

お知らせ

日程 内容 講師

10/  4 ㈫ 思春期の子どもへの接し方 ナーチャーウィズ㈱“育ち”研究開発室室長・
鶯
お う

千
ち

恭子氏

10/18 ㈫ 安心安全なスマホ・ソーシャルメディアの使い方
～ルール作りや与えた後の見守り方～ ITジャーナリスト・高橋暁子氏

10/25 ㈫ 子どもの将来や職業・夢について親として
どのように関わればよいか 千葉県立柏南高等学校職員

11/  1 ㈫ 思春期の子どものための食生活のポイント 健康推進課栄養士

11/  8 ㈫ 「折れない心」の育て方～「レジリエンス」を鍛える 東京情報大学総合情報学部総合情報学科准教授・
原田恵理子氏

時間10時～ 12時　会場市民会
館　対象市内在住・在勤の小学
校高学年～中学生の保護者　定
員先着50人　費用無料
※一時保育あり（ 1歳6カ月～未
就学児、1回200円）。
申 9月１日㈭9時から、電話で生
涯学習推進課☎367－7810へ

時間10時30分～12時30分（9月30日は12時まで）　
会場常盤平体育館　対象3歳児（来年度幼稚園等へ行く
予定の2歳児も可）と保護者　定員30組（抽選）　費用
無料（別途保育用品代1回200円、アロマテラピーの材
料費実費700円）
申 9月8日㈭〔必着〕までに、はがきまたは申し込みフォー
ムに保護者の氏名（ふりがな）・年齢・住所・電話番号と
子どもの氏名（ふりがな）・生年月日を記入して、〒271
－0092松戸市松戸1307の1松戸ビルヂング４階　生涯
学習推進課幼児家庭教育学級係（☎367－7810）へ

仲間をつくってイキイキ子育て～幼児家庭教育学級〔全10回〕 要申込

子どもの今  幸せな未来～家庭教育から子どもが育つ～中学校家庭教育学級講座〔全5回〕 要申込

日程 内容 講師
  9/30 ㈮ カラダを使ってありんこ先生と親子で遊ぼう 日本児童遊戯研究所所長・有木昭久氏

10/  7 ㈮ カラダを使って親子で遊ぼう（保育オリエンテーション） 千葉県社会体育公認指導員・斎藤淳子氏

10/14 ㈮ 昔の子育て今の子育て～自己紹介 国立女性教育会館客員研究員・西山恵美子
氏10/21 ㈮ 子育ての悩みや不安を皆で出しあってみよう～私にとっての課題は何か

10/28 ㈮ 子どもに性をどう教えるか～子どものよき相談者となるために 松戸市子ども家庭相談課

11/  4 ㈮ 心のバリアフリー～個性の違いを認めて尊重しあう社会とは～
社会福祉法人あしたば中野学園
副園長・江澤嘉男氏

11/11 ㈮ 保育室での子どもたち～保育風景見学 まつど一時保育ネットワーク

11/18 ㈮ ハーブの香りでリラックスタイム子育てサークルについて
( 公社 )アロマ環境協会認定インストラク
ター・長谷川弘江氏、生涯学習推進課職員

11/25 ㈮ 家族について～夫、子ども、親との関係 国立女性教育会館客員研究員・西山恵美子
氏12/  2 ㈮ まとめ～自信をもってイキイキ子育て 申込フォーム

QRコード

※3回目以降は、親子は離れて学習します
（お子さんは集団保育で遊びます）。
※対象児以外に連れてくる子がいる場合
は、その子の生年月日も記入してください
（保護者と同席）。
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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

松戸
まつりと
同時開催

お彼岸
ちばレインボーバス㈱☎0476－46－0022

運行日9月18日㈰・19日㈷・22日㈷・25
日㈰　運行区間新京成五香駅西口～旧六
高台病院～六実駅入口～白井聖地公園（片
道約40分）　運賃五香駅西口620円（618
円）、旧六高台病院540円（536円）、六
実駅入口490円（490円） ※かっこ内は
ICカード料金。 ※子どもの運賃は半額。 
※降車する停留所を告げて運賃をお支払
いください（運賃は前払い）。 

　応募のあった写真を市ホームページ
や環境政策課Twitterで紹介します。
応募方法様式に必要事項を記入して、
郵送またはEメールで、〒271－8588松
戸市役所　環境政策課（☎366－7089）

会場勤労会館　講師2級キャリアコンサルティ
ング技能士・菊地克幸氏　対象おおむね55歳か
ら65歳未満の人　定員先着30人　費用無料

電話で商工振興課☎711－6377へ 

　平成18年に松戸市を訪問し、ノーベル平和賞を受賞した故
ワンガリ・マータイさんが、「M

も っ た い な い

OTTAINAI」を提唱したこと
をきっかけに、「松戸市もったいない運動」を推進しています。
　今回は、お天気キャスター・俳優・ナレーターとして活躍中
の木原実さんが、地球温暖化などの環境問題についてユーモア
を交えながら分かりやすくお話しします。

　市内小・中学校吹奏楽部は全国大会に出場する
など、めざましい活躍をしています。部員が使用
する楽器の寄附を募集します。子どもたちの笑顔
のために皆さんの温かいご支援をお願いします。

白井聖地公園行き季節バスを運行します

の写真を募集

シニア世代向け再雇用促進セミナー

～55歳からの就職活動～要申込

眠っている
楽器を募集

問 教育財務課☎366－7460

問 市立病院シャトルバス専用ダイヤル☎706－4351（運行日の8：30～17：00）

申込フォーム
QRコード

日時 内容
  9/17 ㈯
10:00 ～ 12:30

求人票の見方と
履歴書作成のポイント

10/15 ㈯
10:00 ～ 12:30

職務経歴書作成のポイントと
棚卸し・セールスポイント

前回の個人の部市長賞作品

市ホームページ
QRコード

　皆さんのご自慢の花壇や、花づくりの作業風景の写真をお待ちしています。
応募内容①市内で育てている花（住宅・事業所の庭、学校・公園・道路等の花壇など）の写真②花を
育てている作業風景の写真　※２Lサイズ（17.8cm×12.7cm）のみ。 表彰等団体・学校・個人部
門ごとに選考。入賞者には表彰式で賞状と副賞を贈呈します。また、参加者全員に参加賞があります。 
応募方法９月30日㈮まで〔必着〕に、応募用紙に写真（①②合わせて4枚）・コメント・エピソードを
添えて、直接または郵送で〒271－0065松戸市南花島4の63の5　（公財）松戸みどりと花の基金

（☎710－2851）へ
※応募用紙は同基金・市役所（正面玄関他）・21世紀の森と広場パークセンター・東松戸ゆいの花公
園・各支所で配布する他、同基金ホームページからダウンロードも可能。　

「木原実
み の る

氏」トークショーテレビでおなじみ！
お天気キャスター

申し込みフォーム、はがきまたはFAXに
「もったいない講演会」・代表者の氏名（ひら
がな）・代表者の連絡先・同伴者全員の氏
名（ひらがな）を記入して、〒271－8588
松戸市役所　行政経営課もったいない講演
会担当 364－6919（☎366－7311）へ

10月1日㈯
会場市民劇場　定員先着300人　費用無料

14時～15時30分

※一時保育あり〔9月13日㈫までに電話で行政
経営課（☎366－7311）に要申込（先着10人、1
歳6カ月以上、おやつ代等200円）〕。
※手話通訳、要約筆記あり。
※定員に達し次第、受付終了となります。定員
を超えた場合はご連絡します。
※定員に満たない場合は当日受け付け可能です。

を考えよう！

を運行往復シャトルバス市立病院　 新京成線八柱駅 北口

　来院者の交通手段を確保する
ための実証実験として、9月5日㈪
から新京成線八柱駅北口と現在
の市立病院を結ぶ往復シャトル
バスの運行を開始します。
運行日平日（土・日曜日、祝日・
年末年始を除く）  
乗車料金無料　所要時間約10分

運行時間
〔八柱駅発〕 市立病院正面玄関入口行き
7:30 8:00 8:30 9:00 9:30

10:25 10:55 11:25 11:55 13:50
14:20 14:50 15:20 15:50 16:35
〔市立病院発〕 新京成線八柱駅北口行き

7:45 8:15 8:45 9:15 10:10
10:40 11:10 11:40 12:10 14:05
14:35 15:05 15:35 16:20 16:50

北口

タクシー
乗り場

JR
新
八
柱
駅

JR
武
蔵
野
線

八柱駅 新京成線

至松戸

八柱駅第2ビル 八柱駅
第1ビル

シャトルバス
乗降場所

至
新
松
戸

至京成
津田沼

運行時間
松戸市営白井聖地公園行き（乗車のみ）

五香駅西口発 8:00 8:30 10:50 11:20 13:40
旧六高台病院 8:05 8:35 10:55 11:25 13:45
六実駅入口 8:10 8:40 11:00 11:30 13:50

五香駅西口行き（降車のみ）
白井聖地公園発 10:00 10:30 12:50 13:20 15:40

松戸みどりと花のコンクール
作品募集

mckankyou@city .
matsudo.chiba.jpへ
※様式は環境政策課で配
布または市ホームページ
からダウンロードも可能。

再就職活動の
ノウハウがわかる！

定年後の

※五香駅西口から白井聖地公園行きは乗車のみ、
　白井聖地公園から五香駅西口行きは降車のみの運行。

※修理等が必要な場合には、
市内楽器店の協力により鑑
定を行い、市が修理・メン
テナンスを行います。 ※詳
細は、市教育委員会ホーム
ページをご覧ください。
募集期間9月1日㈭～12月9日㈮
募集する楽器
木管楽器ピッコロ、フルート、クラリネット、バ
スクラリネット、アルトサックス、テナーサック
ス、バリトンサックス、オーボエ、ファゴット
金管楽器トランペット、コルネット、フリューゲ
ルホルン、ホルン、アルトホルン、トロンボーン、
バストロンボーン、ユーフォニアム、Ｂ♭チュー
バ、Ｅ♭チューバ

市内小・中学校の吹奏楽部を応援しよう

木原実氏

シャトルバス

このステッカーが目印9月5日
㈪から

要申込
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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。

　松戸駅のバリアフリー工事に伴い、9月1日㈭から一部のバ
ス乗り場が変更となります。

（乗車位置について）京成バス☎362－1256、東武バス
セントラル☎048－957－2504、成田空港交通☎0476－
35－2321、（工事について）街づくり課☎366－7376

参加者募集 要申込
　合言葉は「生涯元気で寝込まない！」。高齢者がいきいき
と活躍できる社会を目指します。

日時10月22日㈯7時30分受付開始、8時開会式、8時20分スタート　※例年
より時間が早まっています。　集合場所江戸川河川敷（松戸駅西口を背に
直進）　内容①スーパー健脚コース（隠しタイム制）＝往復約10km②の
んびりコース＝約3km　持ち物雨具、飲み物　費用200円　※運動がで
きる服装でお越しください。  ※11時から市民劇場で表彰式。11時20分
からうたのおねえさん（塚本江里子氏）とピアノ（清水麻理恵氏）による
無料コンサート。　※参加者には参加賞、入賞者には表彰楯・記念品を差
し上げます。　※雨天の場合は市民劇場でのイベントを含め全て中止。

   「希望」をお題に自作の川柳を1人2句まで。応募作品
は冊子にし、コンテスト当日に市民劇場で配布します。
優秀作品には表彰楯・記念品を差し上げます。  費用無料

対象60歳以上の人
9月16日㈮〔必着〕までに、はがきに住所・氏名（ふりがな）・生年月

日・年齢・電話番号と A の希望のコース、 B の自作の川柳（2句まで）を
記入して、〒271－0072松戸市竹ケ花74の3中央保健福祉センター内　
ご長寿ハッピーコンテスト事務局（☎366－7485）へ

検査内容身体計測・診察・問診・血圧測定・尿検査・心電図検査・血液
検査・医師が必要と認めた人は眼底検査　対象松戸市国民健康保険に加
入している40～74歳の人
●市が実施する特定健康診査のかわりに自分で特定健康診査相当の健診を受
診した場合、受診費用の一部を助成します。詳細はお問い合わせください。
●生活習慣病の発症リスクが高い人に対して、保健師・管理栄養士が生活
習慣を見直すサポート（特定保健指導＝お腹すっきりコース）をしていま
す。無料利用券が届いた人はぜひご利用ください。

ご長寿ハッピーコンテスト
国民健康保険課健診班☎366－1121

受診中・治療中の人 も受けられます！

個別健診 集団健診 要申込

実施場所
市内委託医療機関

中央・小金・常盤平の各保健福祉セ
ンター、東部支所、六実市民セン
ター別館、総合福祉会館

詳しくは「特定健康診査受診券に同封のお知らせ」または

実施期間 平成29年3月31日まで

結果通知 約2週間後に各医療機
関で医師から説明 約6週間後に本人宛てに郵送で通知

持ち物
松戸市国民健康保険被
保険者証、受診券（緑
色・縦3つ折り）

予約した人には案内を郵送しますの
で確認してください

その他 受診前に医療機関にお
問い合わせください

◦電話での事前予約のない人は受診
できません
◦がん検診や肝炎ウイルス検診は実
施しません

受診方法は2通りあります。いずれか選んでください

　　健脚部門（2コースでのウオーキング）A

　　川柳部門B

A  B  共通事項

まつど健康マイレージ　5マイル対象

子ども読書推進センターからのお知らせ   共 通  費用無料　  子ども読書推進センター☎331－0077

●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）
9/13㈫10:00 ～ 10:30 河原塚第一町会公民館
9/16㈮10:30 ～ 11:00 CMS子育て支援センター
9/22㈷10:30 ～ 11:00 矢切公民館
9/23㈮10:30 ～ 11:00 常盤平児童福祉館
9/23㈮11:20 ～ 11:50 根木内こども館（晴香園内）
9/28㈬10:30 ～ 11:00 Ｅ－子どもの森ほっとるーむ新松戸

対象0～3歳くらいの子と保護者

期日 会場
9/  9㈮ 明市民センター
9/16㈮ 五香市民センター
9/21㈬ 常盤平市民センター

9/22㈷ 和名ケ谷スポーツ
センター

9/23㈮ 馬橋市民センター
9/27㈫ 小金市民センター

●市民センターおはなし会 ●小さい子のためのおはなし会
　9月8日㈭・13日㈫ ･16日㈮ ･23日㈮ ･27日㈫・29
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
●小学校での読み聞かせ講座
　9月23日㈮10時～12時　会場子ども読書推進セン
ター　対象小学生の保護者　定員先着50人
●親子絵本講座
　9月9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

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

　10月①9日㈰②16日㈰③23日㈰各10時～11時
30分　会場市民会館　内容①マッサージで“パパ
子ミュニケーション”②夫婦で子育てを楽しもう③
パパと優雅にベビーダンス　講師㈱アイナロハ代
表・渡邊大地氏ほか　対象首がすわった3カ月～1
歳半の子と父親（母親同伴可）　定員先着15組　
費用無料

電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

　9月10日㈯9時30分～12時30分　会場ゆう
まつど　内容まとめた内容を市長に発表　対
象市内在住・在学の小学5年～高校生（在学

「まつど・こどもフォーラム
   2016」参加者募集 要申込

パパがつくる赤ちゃんのハッピー
スマイルタイム☆  〔全3回〕 要申込

していなくても可） 定員先着40人　持ち物筆記用具　費用無料
電話またはFAX、Eメールに住所・氏名・電話番号・学校・学

年を記入して、子どもわかもの課☎366－7464、 366－7473、
mckowaka@city.matsudo.chiba.jpへ

自分の夢・松戸市の将来をグループで話そう！

　9月10日㈯14時から
会場同公園マグノリアハウス
演奏者吉田篤氏（ヴァイオリ
ン）、上野範子氏（ピアノ）   
定員先着70人　費用無料

マグノリア・
コンサート

公園緑地課☎366－7380

東松戸ゆいの花公園

吉田篤氏 上野範子氏

無料の特定健康診査10年後も
ずっと元気で

松戸駅西口バス乗り場が変わります

まつど健康
マイレージ
15マイル
対象

　10月8日㈯13時30分～16時30分　会場ゆうまつど　
内容さまざまな職業で活躍する人生の先輩の話を聞き将
来について同世代の仲間と語り合う　講師消防士、知的
障がい者施設生活指導員、俳優・ダンスインストラク
ター、保育士（予定）　対象市内在住・在学の中学・高
校生（在学していなくても可）　定員先着50人　費用無料

電話でNPO子どもの環境を守る会Jワールド☎344－
0544へ

子どもわかもの課☎366－7464

見つけよう！将来の仕事
ふくらまそう、夢と希望！要申込GET YOUR 

DREAM

市ホームページでご確認ください
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京成バス京成バス
①市川線

矢切駅・国府台駅
経由市川駅行

②日大線
日大歯科病院行

京成バス
③流山線

馬橋駅行、南流山駅南口行、
江戸川台駅行

成田空港交通
深夜急行バス
成田空港行(深夜)

京成バス

松戸駅（西口）

⑦国分線
北国分駅経由聖徳学園行、
北国分駅経由市川駅行

京成バス
⑧市川線
松戸営業所行

京成バス

⑥降車場

京成バス
④松戸八潮線
八潮駅南口行

東武バスセントラル
松０３三郷中央駅行　
松０４八潮駅南口行

京成バス
⑤矢切の渡し線
旧矢切高校行、
矢切の渡し行

タ
ク
シ
ー
乗
り
場

タ
ク
シ
ー
プ
ー
ル



対象平成22年4月2日～23年4月1日の間に生まれた人　※就学時健康診断通知書
（はがき）裏面の予備調査票に必要事項を記入し、持参してください。 ※同通知書
が届かない場合や10月1日㈯以降に転入届を出した場合はご連絡ください。
保健体育課☎366－7459

就学時健康診断のお知らせ
　平成29年4月に小学校へ入学するお子さんの健康診断を行いま
す。対象者には10月5日㈬に通知書を発送します。

実施校 受付日時
上本郷第二小学校 10/17㈪ 13:00～ 13:30
大橋小学校 10/17㈪ 13:00～ 13:30
根木内小学校 10/19㈬ 12:45～ 13:00
北部小学校 10/19㈬ 13:00～ 13:20
新松戸南小学校 10/19㈬ 13:00～ 13:20
高木小学校 10/20㈭ 12:45～ 13:00
六実小学校 10/20㈭ 13:00～ 13:15
古ケ崎小学校 10/20㈭ 13:00～ 13:30
常盤平第二小学校 10/21㈮ 12:45～ 13:00
南部小学校 10/21㈮ 12:50～ 13:10
高木第二小学校 10/25㈫ 12:45～ 13:00
小金北小学校 10/25㈫ 13:00～ 13:15
金ケ作小学校 10/26㈬ 13:00～ 13:15
松ケ丘小学校 10/26㈬ 13:00～ 13:20
殿平賀小学校 10/26㈬ 13:00～ 13:20

実施校 受付日時
新松戸西小学校 10/26㈬ 13:10～ 13:30
相模台小学校 10/28㈮ 12:30～ 13:00
栗ケ沢小学校 10/28㈮ 12:50～ 13:05
寒風台小学校 10/28㈮ 12:50～ 13:10
牧野原小学校 10/31㈪ 13:00～ 13:30
六実第二小学校 10/31㈪ 13:10～ 13:25
松飛台第二小学校 10/31㈪ 13:15～ 13:30
馬橋北小学校 11/  1 ㈫ 12:45～ 13:15
矢切小学校 11/  2 ㈬ 12:45～ 13:00
旭町小学校 11/  2 ㈬ 12:45～ 13:15
東部小学校 11/  2 ㈬ 12:50～ 13:20
上本郷小学校 11/  7 ㈪ 12:30～ 12:50
東松戸小学校 11/  8 ㈫ 12:50～ 13:10
柿ノ木台小学校 11/  8 ㈫ 13:00～ 13:30
六実第三小学校 11/  8 ㈫ 13:10～ 13:30

実施校 受付日時
河原塚小学校 11/  9 ㈬ 12:45～ 13:15
横須賀小学校 11/  9 ㈬ 12:50～ 13:05
幸谷小学校 11/  9 ㈬ 13:00～ 13:20
八ケ崎第二小学校 11/10㈭ 12:40～ 13:00
和名ケ谷小学校 11/10㈭ 12:45～ 13:00
梨香台小学校 11/10㈭ 12:50～ 13:20
馬橋小学校 11/11㈮ 13:00～ 13:20
松飛台小学校 11/11㈮ 13:15～ 13:30
常盤平第一小学校 11/14㈪ 13:15～ 13:30
常盤平第三小学校 11/15㈫ 12:30～ 13:00
中部小学校 11/15㈫ 12:45～ 13:15
八ケ崎小学校 11/17㈭ 13:15～ 13:30
稔台小学校 11/18㈮ 13:00～ 13:20
小金小学校 11/22㈫ 12:45～ 13:15
貝の花小学校 11/22㈫ 13:00～ 13:15

愛の献血
　9月4日㈰10時～11時45分、13時～16時　会場
ダイエー新松戸店前（新松戸駅下車）　持ち物保険
証・運転免許証等本人確認ができる物　※まつど
健康マイレージ15マイル対象。
健康推進課☎366－7487

介護予防教室〔全3回〕 要申込
　①10月19日㈬②11月16日㈬③12月21日㈬各
10時30分～12時　会場旭神経内科リハビリテー
ション病院（栗ケ沢789の1）　内容①ロコモティ
ブシンドローム予防②口

こう

腔
くう

機能向上③転倒予防　
講師理学療法士・歯科衛生士　対象65歳以上で全
日参加できる人（小金原地区在住者優先）　定員先
着30人　費用無料
申9月23日㈮までに、電話で小金原高齢者いきい
き安心センター☎383－3111へ

明第2地区認知症予防教室〔全3回〕
要申込
　10月①4日㈫②11日㈫③18日㈫各10時～11時
30分　会場明市民センター　内容①認知症って？
②摂食・嚥

え ん

下
げ

障害について③カラオケ体操で認知
症予防　対象おおむね65歳以上で全日程参加でき
る人（明第2地区在住者優先）　定員先着30人程度
持ち物筆記用具、③動きやすい服装・飲み物・タ
オル　費用無料
申9月27日㈫〔必着〕までに、電話で明第2高齢者
いきいき安心センター☎382－5707へ

口腔がん検診のお知らせ 要申込
　口腔がんは早期発見・早期治療が重要です。あ
わせて「介護食の紹介」も行います。
日時10月30日㈰9時30分～13時の間で検診時間
を指定　会場中央保健福祉センター　対象市内
在住の人　持ち物検診時間が記入された返信は
がき　費用無料
申9月30日㈮〔必着〕までに、往復はがきに郵便
番号・住所・氏名・年齢・電話番号を記入して、
〒271－0072松戸市竹ケ花45　松戸歯科医師会
検診係〔☎368－3553（月～水・金曜日9時～
17時）〕へ

新松戸地区認知症予防教室〔全3回〕 
要申込
　9月①15日㈭②29日㈭③10月6日㈭各10時～11
時30分　会場馬橋市民センター　内容①認知症予
防について②③ロコ脳体操（認知症予防を目的と
した体操）　講師①馬橋クリニック院長・赤沼順氏
②③リヴィタップ新松戸転倒予防指導士・石坪直
樹氏　対象おおむね60歳以上で全日程参加できる
人　定員先着40人　費用無料
申電話で新松戸高齢者いきいき
安心センター☎346－2500へ

健康塾「今から始めよう認知症予防」 
要申込
　９月14日㈬14時30分～16時　会場東松戸病院
大会議室　講師同病院梨香苑職員　定員先着40人
費用無料
申電話で同病院保健福祉医療室☎391－5500へ

がん患者・家族「集いの場」 要申込
　9月12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　※がんの相談も受け付けて
います。
申電話またはFAXで同病院がん診療対策室☎363
－2171（内線1667）、 363－1489へ

がん患者・家族「緩和ケア教室」
　9月27日㈫14時～15時　会場市立病院4号館地
下1階会議室　内容がんのリハビリテーション　
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）

9月10日㈯～16日㈮は自殺予防週間
「メンタルヘルスチェックをしませんか？」
　こころの健康状態をパソコンや携帯電話で簡単
にチェックできる「こころの体温計」システムを
導入しています。いつでもどこでも、自分でメン
タルヘルスチェックができ、相談窓
口を知ることができます。
中央保健福祉センター☎366－

7489、小金保健福祉センター☎346
－5601、常盤平保健福祉センター☎
384－1333

10月1日㈯からＢ型肝炎ワクチンが
定期予防接種になります
対象平成28年4月1日以降に生まれた1歳未満の乳
児　※健康保険によりB型肝炎ワクチンの接種を受
けたことがある子は対象外。　接種回数3回（過去
の任意接種分も含む）　接種方法27日以上の間隔
をあけて2回接種後、1回目から139日以上の間隔
をあけて1回接種　予診票平成28年4月～7月の間
に生まれた子には9月初旬に個人通知、8月以降に
生まれた子には生後1カ月前後にガイドブックとと
もに送付します。　※計画的に、早めに接種を始
めてください。
健康推進課予防衛生班☎366－7484

食生活講座「ヘルスアップ教室
～食と健康コース～」〔全2回〕 要申込

会場小金保健福祉センター　対象同講座を初めて
受講し、両日参加できる市内在住の20～59歳の
人　定員先着20人　持ち物エプロン・三角巾・布
巾2枚・手拭きタオル・筆記用具　費用無料
申9月1日㈭9時～21日㈬17時の間に、電話で同セ
ンター☎346－5601へ

市立病院①小児脳神経外科②形成外科
③皮膚科各外来全休診のお知らせ
休診日9月①9日㈮・30日㈮②15日㈭・16日㈮③
16日㈮・20日㈫・21日㈬・23日㈮・26日㈪
同病院各外来☎363－2171（内線①2101②

1145③1152）

原爆被爆二世健康診断 要申込
期間平成29年2月28日㈫まで　対象原爆被爆者の
実子で県内在住の人　費用無料　※検査の種類に
よって一部自己負担が生じる可能性あります。
申平成29年1月31日㈫〔必着〕までに、はがき
に住所・氏名・生年月日・電話番号および被爆者
（親）の住所・氏名・生年月日・被爆者健康手帳
番号を記入して、〒260－8667千葉県健康福祉
部健康福祉指導課被爆者援護班（☎043－223－
2349）へ

  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

上本郷4005
市立病院となり
☎360－8900
毎日18時～23時

（小児初期内科系疾患）
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。

日時 9/28㈬、10/5㈬各10:00～ 12:30

内容
講話・調理実習
1日目：野菜を食べてチョウ（腸）美人
2日目：これであなたも骨元気

こころの体温計
QRコード

リテ シシシシシ ンンンンンン

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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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。

森のホール21　今月の催し物 ☎384－5050

日程 内容（★は有料） 開演
時間 問い合わせ先

大
ホ
ー
ル

3 土
masayuki suzuki taste 
of martini tour 2016 
Step 1.2.3～dolce 
Lovers～　★

18:00 Z
ゼン

en－A
エイ

☎03－3538－2300

4 日
JIN AKANISHI LIVE TOUR 
2016～Audio Fashion～　
★

17:30 ラウンド・アバウト☎03－6418－7205

11 日 松戸シティフィル定期演奏
会　★ 14:00 宮城　☎080－3418－2660

19 祝
よこすかウインドアンサン
ブル結成30周年記念コン
サート

14:00 渋谷☎090－6037－3673

小
ホ
ー
ル

3 土 L
ルーチェ

uce音楽院サマーコンサー
ト 12:50 同音楽院☎394－4933

11 日 松戸市民カラオケ歌謡協会
秋の歌謡祭 9:30 門脇　☎080－5066－3508

17 土 トモコバレエアカデミー発
表会 17:30 髙倉　☎090－7847－3626

18 日 KSK松戸音楽教室発表会 12:30 同教室
☎303－318319 祝 12:30

21 水 韓
カン

暁
ギョウ

娟
ケン

ソプラノシリーズ
コンサート　★ 18:00 菅音楽教室☎090－2212－6678

23 金 松戸まつり素人のど自慢大
会地区予選会 11:00 リコー書店☎385－6300

25 日 矢切女声合唱団36周年
記念コンサート 13:30 永澤☎362－2731

冨永☎341－3623
◆童謡コンサ－ト　★
9/28㈬13:30
鈴木☎343－6631

◆ハワイアンカーニバル
9/4㈰13:00　★
マハロ・クラブ・神崎☎04－

7175－1770
◆松戸舞踊友の会舞踊大会
9/11㈰10:30
同会・渋谷☎090－2218－

9532
◆ＰＯＰダンスショータイムＶol.
１６
9/18㈰17:00
Popダンス・柳☎711－8910

◆葵舞踊百華
9/29㈭11:30
葵会・鳳☎342－9080

◆第22回ビックバンドよ永遠に
川口日出旺とニューセッション
オーケストラコンサート
10/21㈮19:00
会場小ホール　費用全席自由
4,999円（発売中）　※中学生以
下無料
◆ケロポンズコンサート
10/22㈯①12:00②15:00
会場大ホール　費用全席指定
2,000円（小学生以下1,500円）
（発売中）　※2歳以上有料、2歳
未満は保護者1人につきひざ上1
人可。席が必要な場合は有料

◆藤
ふじ

間
ま

叟
そう

之
の

助
すけ

日本舞踊教室浴
衣会
9/4㈰12:00
藤間☎090－4835－9522

◆松戸市公共施設マネジメント
シンポジウム03
9/7㈬18:00
公共施設再編課☎701－5217

◆医療公開講座～足の静脈瘤
りゅう

でお悩みの方へ/最新！ 脳治療
革命～
9/10㈯14:00
加賀谷正クリニック☎312－

7707
◆松戸川柳大会
9/16㈮13:00
秋山☎362－7808

◆松戸市母親大会　★
9/17㈯10:15
棚井☎090－7001－6416

◆すずきピアノ教室発表会
9/18㈰13：00
鈴木☎347－1808

◆市民チャリティ－フェスティバル
9/19㈷10:00
千葉県理容生活衛生同業組合

松戸支部長・三輪☎385－2921
◆東日本大震災復興支援チャリ
ティ公演～歌と踊りの荒野座～
★
9/23㈮14:30
東日本大震災復興支援松戸・

東北交流プロジェクト☎710－
5519
◆歌謡発表会
9/24㈯10:30
深井☎383－1826

◆松戸市文化祭オ－プニングセ
レモニ－“一日文化祭”
9/25㈰13:00
加藤☎080－5435－2337

◆健康カラオケ発表＆コンテス
ト9/27㈫13:30

◆森昌子45周年記念コンサー
トスペシャルゲスト宇崎竜童
11/24㈭①14:00②18:30
会場大ホール　費用S席6,800
円、A席6,000円、B席5,200
円　※未就学児入場不可
◆三山ひろしコンサート～演歌
の夜明け～
12/7㈬13:30
会場大ホール　費用S席5,800
円、A席4,800円　※未就学児
入場不可
◆稲垣潤一コンサート2016
12/10㈯17:00
会場大ホール　費用全席指定
5,800円　※未就学児入場不可

◆コンディショニングエクササ
イズ
9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
◆①ピラティス②ヨガ
9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
以上の人　定員各先着30人　
費用1回500円　 同体育館☎
341－2242
◆①ピラティス②骨盤ヨガ
①9/5㈪・12㈪13:30～14:30②
9/15㈭・27㈫13:30～15:00　
会場常盤平体育館　対象18歳
以上の人（初心者可）　定員各
先着30人　費用1回500円
同体育館☎386－0111

◆インディアカ教室
9/3㈯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
◆軽スポ－ツ、グラウンド・ゴ
ルフ教室

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/

9/10㈯9:00～12:00　会場寒
風台小学校　対象小学生以上　
内容カロ－リング、ペタンク、
バドミントン、ディスコン　
スポ－ツ推進委員・内田☎364
－8920
◆ソフトバレ－ボ－ル教室
9/11㈰9:00～11:00　会場常盤
平体育館　 スポ－ツ推進委
員・浅野☎090－4012－7686
◆グラウンド・ゴルフ教室
9/11㈰9:00～13:00　会場新
松戸中央公園　 スポ－ツ推
進委員・矢野☎090－3107－
0348
◆ファミリ－スポ－ツ教室
9/11㈰9:00～12:00　会場新
松戸西小学校　 スポ－ツ推進
委員・宮崎☎346－4327

◆ふわどっち教室
9/11㈰9:00～12:00　会場
小金北小学校　内容柔らかい
ボ－ルを使うドッジボ－ル　
対象小学生以上(小学3年生以
下保護者同伴)　持ち物室内
シュ－ズ、飲み物　 スポ－
ツ推進委員・堀☎344－1735
◆カロ－リング教室
9/14㈬17:30～20:30　会場
小金原体育館　持ち物室内
シュ－ズ　対象小学生以上
(小学生以下は保護者同伴)　
スポ－ツ推進委員・市村☎

090－1546－9700
◆初心者グラウンド・ゴルフ
教室
9/18㈰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。

　9月17日㈯13時30分～16時30分　会場市民会館　内容子どもたちの夢を支援する制度
を作るため、意見を聞く　対象子どもが活動する団体の代表者（複数可）　定員先着30人
9月12日㈪17時までに、市ホームページからダウンロードまたは子どもわかもの課で

配布している参加申込書をEメールまたはFAXで同課 mckowaka@city.matsudo.
chiba.jp、 366－7473（☎366－7464）へ

   こどもの夢支援会議 

①敬老の日特別投影「なつかしい松戸」
今夜の星空と懐かしい松戸の景色

②キッズ＆ジュニアアワー「子
こ

和
わ

清
し

水
みず

」
松戸に伝わる「子和清水」伝説や、やさしい星のおはなし

投影日9月19日㈷　投影開始時間①10時30分、15時30分（1回約30分）②13
時30分、14時30分（1回約20分）  ※投影開始30分前から2階で受け付け。
定員各先着80人　費用各50円〔中学生以下の子、65歳以上の人とその同伴者
は無料（年齢を確認します）〕

同館☎368－1237

NAOKO SPACE 
PLANETARIUM

シルバー人材センター　シニアパソコン教室 要申込

内容 日程
① パソコン入門 10/  5㈬
② Word基礎〔全2回〕 10/  6㈭・13㈭
③ Excel基礎〔全2回〕 10/19㈬・26㈬
④ Windows10の操作 10/  4㈫
⑤ タブレット入門 10/  6㈭
⑥ タブレット入門 10/11㈫
⑦ タブレット実用 10/13㈭
⑧ スマートフォン 10/20㈭
⑨ ブログ 10/27㈭
⑩ インターネット 10/18㈫
⑪ Wordで名刺・ラベル作成 10/20㈭
⑫ 個人授業 10/25㈫・26㈬

　10月1日㈯14時～16時　会場市民会館　講師広報・PRコンサル
タント・鎌倉幸子氏（著書に「走れ!移動図書館」筑摩書房）　定員
先着100人　
※一時保育あり〔9月24日㈯までに電話で申し込み（先着5人、1歳
6カ月以上、おやつ代等200円）〕。　※手話通訳・要約筆記あり。

時間①③～⑩13時～16時②⑪⑫9時～12時　※日程が合
わない場合は応相談（⑥を除く）。　会場シニア交流センター
（⑥のみ常盤平市民センター）　対象40歳以上の人　費用①
④～⑫各3,000円②③各6,000円（別途教材費各約500円）
9月23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

夢の実現に 何が必要？ 要申込

鎌倉幸子氏

―未来を拓
ひ ら

く本の力を信じて―図書館☎365－5115

本の力を、生きる力に
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●広報まつど　2016年（平成 28年）9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。



※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。

松戸いずみペン習字サークル
毎月第2・4水曜日13時～15時　
市民会館　 月2,000円（入会金

1,000円）　 神﨑☎360－6629
健康体操こがさき
毎週水曜日（8月と第5除く）13時20

分～15時　 古ケ崎市民センター　
60～70歳の人　 先着6人　 月

1,700円（入会金1,000円）　 飯塚☎
363－7763
リズム体操クラブ（ストレッチ等）
毎週水曜日11時～12時30分　

常盤平市民センター　 女性　 月
2,000円（入会金1,000円）　 南☎
385－0596
和名ケ谷スイミングサークル
毎週金曜日10時～12時　 和名ケ

谷スポーツセンター　 先着5人　
月3,500円（入会金1,000円）　 佐藤
☎365－4057
松戸一輪車クラブMIC
毎週水・金曜日19時～21時他　 松

戸運動公園　 小学生　 月2,000円
（入会金3,000円）　 同団体 mic-
unicycle@grupo.ne.jp

SUN体操クラブ（健康体操、ストレッ
チ等）
毎月3回月曜日9時30分～11時　
常盤平体育館　 成人女性　 月

2,000円（入会金500円）　 近
ちか

久
ひさ

☎
386－9711
牧
まき

馬
うま

会（牧と野馬の歴史散策・勉強会）
月2回原則隔週水曜日10時～12

時　 市内・近隣市　 実費のみ（入会
金なし）　 河井☎386－3367
小金ダンスサークル（社交ダンス）
毎週月曜日（第4除く）14時～16時
小金市民センター　 ダンス靴　
月2,000円（入会金なし）　 苅

かり

部
べ

☎
345－6644
フランス語を話そう会
毎月第2・4金曜日10時～12時　

新京成みのり台駅近くの事務所　
半年3,000円（入会金なし）　 加藤☎
080－3702－5100
歌練ナツメロ継唱会
毎月第1・3・5火曜日13時～17時
馬橋駅近くのスタジオ　 1回1,200

円（年会費1,000円）　 東☎362－
3502

車）　 各先着24人　 2,160円（貸靴代
込み）　 9月14日㈬までに、電話で松戸
市ボウリング協会・狩野☎080－9269－
1555へ
親子3代ご招待ボウリング大会
9月19日㈷10時受付開始　 ときわ平

ボウリングセンター　 65歳以上を含む
親子3代チーム　 市内在住・在勤の人　
先着22チーム　 9月10日㈯〔必着〕

までに、往復はがきに住所・氏名・全員
の生年月日・電話番号を記入して、〒271
－0091松戸市本町20の17　岩田事務所
へ　 同協会・佐藤☎090－4394－3142
●松戸川柳大会
9月16日㈮10時～15時20分　 市民劇

場　 課題句の投句、表彰他　 1,000
円　 松戸川柳会・秋山☎362－7808
◆成年後見相談会
9月16日㈮13時～16時　 勤労会館　
当日会場で　 コスモス成年後見サ

ポートセンター千葉県支部・イサニ☎701
－7701
●松戸市民および千葉北支部ダンスス
ポーツ競技大会
9月17日㈯9時～18時30分　 松戸運

動公園体育館　※見学自由　 松戸市ダン
ススポーツ協会・太田☎090－3694－
7560
◆生かそう憲法、子どもたちに平和を―
松戸市母親大会
9月17日㈯10時15分～15時30分　

市民劇場　 先着330人　 800円　 当
日会場で　 同大会実行委員会・棚井☎
090－7001－6416
●松戸ゴールデンテニス大会
9月19日㈷8時45分から（雨天時抽選

会）　 栗ケ沢公園庭球場　 ダブルス年
齢別クラス　 市内在住で男性60歳以上、
女性55歳以上　 1人1,500円　 9月13
日㈫〔必着〕までに、往復はがきに住所・
氏名・生年月日・性別・電話番号・クラス
別を記入して、〒271－0065松戸市南花
島3の38の11　松戸シルバーテニス連盟
（☎366－3600）へ
◆市民チャリティーフェスティバル
9月19日㈷10時～16時　 市民劇場　
歌・踊りの発表会他　 千葉県理容生

活衛生同業組合・三輪☎385－2921
●よこすかウインドアンサンブル結成30
周年記念コンサ－ト
9月19日㈷14時～16時　 森のホ－ル
21　 同団体・渋

しぶ

谷
や

☎090－6037－3673

◆親子であそぼう！リズム運動
9月20日㈫・27日㈫各10時～11時　

松戸運動公園体育館　 1歳6カ月以上の
子と保護者　 先着親子20組　 1組500
円　 電話でプチさくらんぼクラブ・佐藤
☎311－1907（9時～17時）へ
●能楽「人間50年」を皆で謡い舞う
9月20日㈫10時～12時　 矢切公民

館　 先着10人　 2,000円　 9月15
日㈭までに、電話で一

いち

謡
よう

会・森内☎367－
1528へ
◆東日本大震災復興支援チャリティコン
サート歌舞音楽集団荒野座公演
9月23日㈮14時30分～16時　 市民劇

場　 先着300人　 1,500円（当日2,000
円）　※収益は被災者支援カンパ　 9月
21日㈬までに、FAXで東日本大震災復興
支援松戸・東北交流プロジェクト・避難者
交流サロン黄色いハンカチ 710－5546
（☎710－5519）へ
●人形劇・おはなし・あそびのひろば
①9月24日㈯②11月6日㈰各13時30分

～15時30分　 ①五香子すずめ保育園
（五香市民センター隣）②子ども読書推進
センター　 松戸子どもの文化連絡会・﨑
野☎703－9897（昼間のみ）
◆千葉大学園芸学部公開講座「植物分類
の最前線」
9月24日㈯13時30分～16時　 同学

部100周年記念戸定が丘ホール（松戸駅
下車）　 中学・高校生　 先着50人　
FAXに住所・氏名・学年・電話番号を記
入して、同学部学務係 308－8720へ
●松戸市長杯カヌー競技大会
9月25日㈰9時～14時　 坂川放水路

（けやき通橋付近）　 約150mのスラロー
ムコース　 小学4年生以上の経験者　
先着80人　 1,000円（中学生以下500円、
市外2,000円）　 9月17日㈯までに、FAX
で松戸市カヌー協会・岡村☎ 389－
2217へ
◆秋のバザー
9月25日㈰9時30分～15時30分　 新

京成松戸新田駅近くの家庭文庫　 家庭文
庫ピッピ・足立☎368－5334
◆秋の草花管理と苗作り
9月25日㈰10時～12時　 千葉県生涯

大学校東葛飾学園浅間台校舎園芸科教室
（中矢切）　 先着50人　 FAXで同学園・
金子 711－5066（☎365－1793）へ
●コ－ル・モアコンサ－ト
9月25日㈰14時～16時　 アミュゼ

柏（柏駅下車）　 500円　 同団体・池
田☎343－5501
●高城氏ゆかりの史跡を訪ねて
9月27日㈫（雨天の場合10月4日㈫）13

時JR北小金駅改札口集合、16時流鉄小金
城趾駅解散　 慶

けい

林
りん

寺・本土寺門前・東
平賀貝塚・広徳寺・大谷口歴史公園・大
勝院・大谷口神明神社　 300円　 9月
15日㈭〔必着〕までに、はがきに住所・氏
名・電話番号を記入して、〒270－2262松
戸市常盤平双葉町11の14松戸史跡マッ
プ研究会　溝

みぞ

渕
ぶち

碩
せき

治
はる

〔☎387－3902（昼間
のみ）〕へ
●森で楽しむ音楽会（オカリナとコカリ
ナの演奏会）
10月2日㈰13時～14時30分〔雨天中

止〕　 囲いやまの森（新京成常盤平駅下
車）　 松戸里やま応援団・佐竹☎090－
9812－5614
◆大人のための①英会話②韓国語入門講
座〔各全8回〕
10月6日～12月1日の毎週木曜日（11

月3日除く）①19時30分～20時30分②18

時～19時　 市民会館　 各先着15人　
各5,000円　 電話で国際文化交流協

会・前田☎090－6489－2803へ
●松戸市民剣道大会
10月9日㈰9時10分から　 松戸運動公

園体育館　 個人・団体戦　 市内在住・
在勤・在学の人　 1人500円　 9月10
日㈯13時～13時30分の間に、同公園会議
室で　 松戸市剣道連盟・瀬川☎090－
4549－0535
●①松戸市レディースソフトボール秋季
大会②内外ゴム旗争奪レディースソフト
ボール大会
10月①9日㈰②30日㈰（予備日11月20

日㈰）各8時30分から　 ①古ケ崎河川敷
ソフトボール場②聖徳大学付属女子高校グ
ラウンド　 市内在住・在勤の15歳以上
の女性チーム　 1チーム①5,000円②
6,000円　 9月3日㈯14時から、松戸運
動公園会議室での代表者会議で　 松戸
市レディースソフトボール連盟・直井☎
090－9957－3864

松戸地域職業訓練センター  後期講座募集 要申込
講座名 日時 定員 受講料 ※（　）内は会員事業所の料金です。

日商簿記３級受験講座〔全13回〕 12/12～H29/2/6（12/29、1/2・5・9除く）の毎週月・木曜日9:30～12:30 20人 20,000円（15,000円）　※テキスト代実費
日商簿記２級受験講座〔全12回〕 11/5～H29/1/28（12/31除く）の毎週土曜日10:00～16:00 20人 30,000円（25,000円）　※テキスト代実費
宅地建物取引士受験講座〔全27回〕 H29/2/4～9/2（2/11、4/29、5/6、8/12除く）の毎週土曜日13:30～16:30 20人 45,000円（35,000円）　※テキスト代実費
社会保険労務士受験講座〔全22回〕 12/3～H29/5/27（12/31、2/11、4/29、5/6除く）の毎週土曜日13:00～17:00 20人 55,000円（45,000円）　※テキスト代実費
ビジネス英会話講座〔全12回〕 10/19～H29/1/25（11/23、12/28、1/4除く）の毎週水曜日19:00～20:30 25人 13,000円　※テキスト代実費
ビジネス中国語会話講座〔全12回〕 10/4～12/20の毎週火曜日19:00～20:30 20人 13,000円　※テキスト代実費
英会話基礎講座〔全10回〕 10/11～12/13の毎週火曜日10:00～11:30 25人 10,000円　※テキスト代実費
英会話初級講座〔全12回〕 9/28～12/21（11/23除く）の毎週水曜日13:00～14:30 25人 13,000円　※テキスト代実費
英会話中級講座〔全12回〕 9/28～12/21（11/23除く）の毎週水曜日10:00～11:30 25人 13,000円　※テキスト代実費
シンプル中国語会話講座〔全12回〕 9/30～12/16の毎週金曜日10:00～11:30 20人 13,000円　※テキスト代実費
韓国語初級講座〔全12回〕 9/30～12/16の毎週金曜日12:00～13:30 25人 13,000円　※テキスト代実費
韓国語中級講座〔全12回〕 9/30～12/16の毎週金曜日10:15～11:45 25人 13,000円　※テキスト代実費
健康ヨーガ入門講座〔全12回〕 9/30～12/16の毎週金曜日10:00～11:30 25人 12,000円
陶芸入門講座〔全12回〕 9/29～12/22（11/3除く）の毎週木曜日10:00～12:30 18人 12,000円　※道具・材料代等実費
実用書道講座〔全12回〕 9/24～12/24（10/8、11/5除く）の毎週土曜日10:00～11:30 25人 12,000円　※道具・材料代等実費

　10月26日～平成29年2月1日の毎週水曜日10時～16時（11月23日、12月28日、1月4日を除く）　会場勤
労会館　対象18歳～おおむね39歳の未就労者または非正規社員でIT企業への就労を目指している人のうち、
次の作業が全てできる人●簡単なマウス操作●キーボードタッチ（遅くても可）●簡単なファイル操作　定
員20人（書類選考）　費用無料（テキスト代は実費）　※受講希望者は事前説明会への参加が必要です。

事前説明会9月23日㈮18時～19時または9月
24日㈯10時～11時　会場勤労会館
電話で商工振興課労政担当☎711－6377へ

Javaの基礎知識を学ぶ「IT技術者養成講座」〔全12回〕Javaの基礎知識を学ぶ「IT技術者養成講座」〔全12回〕 要申込

※1人で複数人分の申し込みはできません。　※受付開始時間に定員を超えた場合はその場で抽選。 ※受付当日は車での来所はご遠慮ください。
※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。詳細は商工振興課（☎711－6377）へ。

9月5日㈪9時から、受講料を添えて直接同センター
   （小金原1の19の3、☎349－3200）へ

    IT関連企業への就職を目指す人へ 

（11面から続く）

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 10
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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。

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
10月31日㈪までの希望日の11時～13

時、13時30分～15時30分、15時40分～
17時40分　 NPO快適IT空間松戸教室
（市民劇場向かい）　 各先着2人　
2,000円　 電話で同NPO・石井☎703
－7284へ
●なぎなた教室〔全4回〕
9月2日～23日の毎週金曜日9時～11

時　 和名ケ谷スポーツセンター　 先
着10人　 電話で松戸市なぎなた連盟和
名ケ谷グループ・佐藤☎388－8376へ
●社交ダンス講習会～ワルツとルンバ
〔全4回〕
9月3日～24日の毎週土曜日13時～14時
30分　 稔台市民センター　 JDCスタン
ダードA級・田原健二氏　 中級まで　
1回1,000円　 電話でソシアルダンス

かがやき・上
かみ

代
しろ

☎090－8641－3634へ
●健康体操教室（ストレッチ等）
9月3日～24日の毎週土曜日各15時～

16時30分　 運動公園武道館多目的室他
成人女性　 上履き　 各500円　

電話で健友会・須田☎342－2064へ
●市民詩吟教室
9月3日㈯、10月1日㈯各17時～19時　
市民会館　 市民詩吟同好会・佐々木

☎342－8230
●赤城山麓（大沼、覚

かく

満
まん

淵
ぶち

）ハイキング（バ
スの旅）
10月2日㈰6時30分松戸駅西口千葉銀

行前集合～19時同所解散　 歩行距離約
8km　 7,000円（軽朝食・昼食等）　 9
月7日㈬〔消印有効〕までに、はがきに参
加者全員の住所・氏名・電話番号を記入
して、〒270－2216松戸市串崎新田146
の14松戸歩こう会　出

いず

原
はら

健
けん

三
ぞう

☎386－
5611へ
●健康麻雀見学・体験会
9月の毎週月・水・木・金曜日各12時～

17時　 ひまわりの会事務所（新京成八
柱駅下車）　 各1,200円　 電話で同会・
千
ち

田
だ

☎070－6436－3577へ
◆健康麻雀体験会
9月①5日㈪・7日㈬・10日㈯②6日㈫・

15日㈭③9日㈮④12日㈪⑤16日㈮⑥8
日㈭・13日㈫①～④⑥各12時～17時⑤
12時～16時　 ①⑤稔台②馬橋③五香

④常盤平の各市民センター⑥青年会館
⑤のみ初級者　 ①～④⑥1日800円⑤

1日1,000円　 電話でNPO健康麻雀クラ
ブやまが・徳光☎090－8583－1506へ
●健康体操教室
9月5日㈪・12日㈪・19日㈷各13時～15

時　 柿ノ木台公園体育館　 50歳以上
の人　 各先着10人　 電話で元気クラ
ブ柿ノ木台・服部☎361－1426へ
●社交ダンス初心者講習会〔全3回〕
9月5日㈪・12㈪・19日㈷各19時～20時

30分　 八ケ崎市民センター　 1,000
円　 ゆりの会・石田☎090－1542－
5940
◆健康体操体験教室
9月6日㈫・13日㈫・20日㈫各9時20分

～10時50分　 青少年会館　 各先着
10人　 1回500円　 電話で健康体操わ
かば・八木☎348－5565へ
●F.P.G写真展
9月6日㈫～11日㈰各10時～18時（初

日12時から、最終日16時30分まで）　
文化ホ－ル　 ファミリ－・フォト・グルッ
ペ・樋口☎343－3323
◆からだすっきり体操体験教室
9月7日～28日の毎週水曜日各9時30分

～11時　 柿ノ木台公園体育館　 各先
着10人　 1回500円　 当日会場で　
同団体・倉澤☎347－5314
●健康体操教室（ストレッチ、リズム体
操等）
9月7日㈬・14日㈬・21日㈬各9時20分

～10時50分　 小金原体育室　 成人女
性　 1回500円　 電話で健康体操さざ
んか・笠原☎342－6431へ
●江戸芸かっぽれ踊り〔全5回〕
9月7日～10月5日の毎週水曜日18時～

18時45分　 小金原市民センター　 踊
りやすい服装　 3,000円　 かっぽれ愛
好会・山田☎367－3096（夜間のみ）
◆手具・リズム体操
9月8日㈭・15日㈭・29日㈭各17時15分

～18時30分　 青少年会館　 園児・女
子小学生　 各先着10人　 各500円　
電話でリボン体操クラブ・八木☎348－

5565へ
●ヨ－ガ・呼吸法体験会
9月①8日㈭・15日㈭・29日㈭各19時～

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）

毎週月・火・木
（第1月を除く） 13:00 ～17:00

第1月（10月は10/3） 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（10月は10/3） 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金 青少年会館
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
高齢者・障がい者
成年後見制度相談

毎週火・金（祝日
の場合は前日）

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

毎週火、
第1・2・3・5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

20時②14日㈬・21日㈬・28日㈬各19時30
分～20時40分③23日㈮・30日㈮、10月7
日㈮各9時30分～10時40分　 ①六実市
民センター②二十世紀が丘市民センター③
馬橋ダンスアカデミー　 各2,000円　
ヨガサークル・ビハーラ・小

こ

畠
ばたけ

☎090－
7197－3616（15時～20時）
◆女性司法書士に何でもきいてみよう！
相続・遺言・成年後見相談会
9月10日㈯・17日㈯・24日㈯各10時～

12時、13時～16時（1人45分）　 若林・
平子・内田司法書士事務所（松戸駅下
車）　 先着5人　 電話で同事務所☎
362－0485へ
◆ファイナンシャルプランナーの「ちょっと
お得な暮らしとお金のセミナー＆相談会」
9月10日㈯①10時30分～11時50分②

13時～14時20分③14時30分～15時50
分　 市民劇場　 ①あなたの土地・建
物等の値段は？②分散投資③ライフプラ
ン　 各先着20人　 各500円（1,000円
で複数受講可）　 松戸生活やくだちたい・
古澤☎388－8172へ
●松戸まつり参加曲講習会
9月10日㈯・25日㈰各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
◆歌手・松山恵子を偲

しの

ぶ
9月11日㈰10時新京成八柱駅ビル3階集

合、12時八柱霊園解散　 先着20人　
500円　 電話で松戸生涯学習会・須藤☎
090－3346－1475へ
◆股関節柔軟体操体験会
9月①11日㈰10時～11時30分、13時～

14時30分②21日㈬13時30分～15時　
①市民会館②勤労会館　 各先着①15

人②9人　 各500円　 電話で同会・山
本☎090－3315－4883へ
●歴史散歩①江戸川べり低地の水塚など
生活文化を探る②帝釈天・矢切の渡し・
野菊の墓文学碑・戸定邸を巡る
①9月11日㈰13時30分JR馬橋駅西口集

合、16時30分京成バス主水駅解散②10月
16日㈰10時京成金町線柴又駅集合、16時
30分松戸駅解散　 ②弁当　 各300円
（②別途渡し舟代）　 当日会場で　 松
戸史談会・松田☎342－1764（夜間のみ）

◆モンテッソーリ流子育て＆リフレッシュ
講座
9月12日㈪10時30分～11時30分　 金
ケ作自治会館（新京成常盤平駅下車）　
先着15人　 1,000円　 電話でままぷり
も・玉巻☎090－7818－2091へ
◆講座「科学技術の宿命と日本の役割」
9月13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
●良い人間関係をつくり、深める話し方
教室〔全8回〕
9月13日㈫・27日㈫、10月4日㈫・18日

㈫、11月１日～22日の毎週火曜日18時45
分～20時45分　 市民劇場　 8,000円
（別途テキスト代）　 電話でHR松戸話し
方研究会・中島☎090－2147－7612（夜
間のみ）へ
◆セミナー①認知症予防②福祉事業所の
第三者評価・外部評価
9月①14日㈬9時30分～12時30分②

24日㈯13時～16時　 市民会館　 ①
認知症疾患医療センター認知症看護認定
看護師・田崎淳子氏他　 先着①50人②
20人　 電話で人材パワーアップセン
ター・岩橋☎364－8820へ
◆ともしび読書会
9月15日㈭10時～12時　 ゆうまつ

ど　 「怒り」吉田修一著　 200円　
電話で同会・西村☎340－0954へ
◆法律と生活の相談室
9月15日㈭、10月20日㈭各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）　 障がい者・高齢者、
支援者　 先着4人　 電話で同団体・鈴
木☎702－7868へ
◆琵琶・二胡を聴きながらお寺でお月見
9月15日㈭18時～21時　 徳藏院（JR

新八柱駅下車）　 先着200人　 同院・
飯沼☎090－8949－7140
●ボウリングの催し
市民健康ボウリング教室〔各全5回〕
①9月16日～10月14日の毎週金曜日9

時～12時②9月17日～10月15日の毎週土
曜日10時30分～13時30分　 ときわ平
ボウリングセンター（新京成常盤平駅下

（10面へ続く）
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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。
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※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。

初めてのパステルアートセラピー 要申込

幸
こ う

田
で よ いさこ

乱舞に飛び入り参加できます！

今日のこころはどんな色？

066

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）。

　9月17日㈯①13時30分から②15時30分から　会
場松戸探検隊ひみつ堂（松戸駅下車）　講師（一社）
日本パステルシャンアート協会認定セラピスト・ともなが
いづみ氏　定員各先着10人　費用各1,000円（材料費
等）※毎月テーマごとの癒やしの時間を用意しています。

電話で松戸探検隊ひみつ堂☎727－7825へ

　県立小金高校放送局が第63回NHK杯全国
高校放送コンテストの全国大会に出場し、創作
テレビドラマ部門で「ファインダー」が準決勝に
進み、制作奨励を受賞しました。同部門の他、
テレビドキュメント部門では「40人の先生」、朗
読部門では北

きた

風
かぜ

双
ふた

葉
ば

さん（2年生）が全国大会に
出場するなど、今年も強さを発揮しました。
　局長の堀

ほり

井
い

佳
よし

伸
のぶ

さん（2年生）は「先輩方のアド
バイスもあり良い結果を残せました。来年はさ
らに上を目指したい」と、さらなる技術の向上を
誓いました。
　また、第40回全国高等学校総合文化祭広島
大会の放送部門のアナウンスに北風さんが出場
しました。

同実行委員会・
　 佐藤☎090－1059－9066

会場幸田第二公園前あんず通り 
 （JR北小金駅下車）
　今年も元気いっぱいのよさこい
チームがたくさん参加します。来場
した皆さんが審査員となります。

9月11日㈰14時～18時

小金高校
放送局

全国高校放送
コンテストで健闘

　10月1日㈯13時～15時〔雨天中止〕　会場西口公園　定
員先着150人（保護者同伴）　費用無料　※制服は身長
115・125・135・145cmの上着と帽子。 ※撮影は各自持参
のカメラ等でお願いします。

9月15日㈭〔消印有効〕までに、往復はがきに住所・保
護者と子どもの氏名・性別・制服サイズ・返信用宛名を記
入して、〒271－8557松戸市松戸558の2　松戸警察署生
活安全課〔☎369－0110（内線263）〕へ

白バイ・パトカー・シーポック
と一緒に記念撮影しよう 要申込

松戸まつりで
子ども警察官
に就任！

シーポック

要申込

　ランニングバイクはペダルなしの足で漕ぐ自転車です。
世界で活躍する市内在住のプロBMXライダー・佐々木元

も と

さんとレースを楽しんでみませんか。
対象自分でランニングバイクを操作できる2～5歳の子　
定員2歳40人、3歳60人、4歳60人、5歳40人　持ち物ラ
ンニングバイク、プロテクター類　※貸しバイク等はあり
ません。　費用2,000円

モリヒロライダーズカップホームページ
https://mmriderscup.amebaownd.

com/より　※当日の参加受け付けはでき
ません。

会場21世紀の森と広場特設会場
10時～16時〔荒天中止〕

ランニ
ング

バイク
で優勝

目指せ
！

年齢別
レース

モリヒロ
ライダ

ーズカッ
プ

参加
者を募

集

ホームページ
QRコード

10/8㈯

同カップ事務局 mmriderscup@gmail.com
※同レースは10月8日㈯～10日㈷の間、21世紀の森と
広場で行われる「松戸モリヒロ
フェスタ ～おいしい・たのしい・
おしゃんてぃ～」のイベントです。
同フェスタ全般の問い合わせは、
同広場パークセンター（☎345－
8900）へ

新婚カップル（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11月生　平成28年3月生
年子の姉妹。2人がおしゃべりする
日が待ち遠しいです。これからも朗
らかに、仲良く大きくなってね。

平成27年3月生
いつもいろんな表情でみんなを楽
しませてくれるゆっちゃん。最近
のブームは大きいお口。これから
も一緒に成長していこうね！

平成27年9月生
ハイハイで動き回れるようになり、好
奇心が旺盛に。次はどんなイタズラを
してくれるのかと毎回楽しみです。

明あ
き

慶よ
し

ち
ゃ
ん

友ゆ

里り

奈な

ち
ゃ
ん

岩
い わ

堀
ほ り

 暖
は る

ちゃん（左）・詩
う た

ちゃん（右）

実質的な待機児童ゼロへ	
　リオデジャネイロオリンピックが終わりましたね。松戸
にゆかりのある選手は残念ながらメダルには届きません
でしたが、みんなよく頑張ってくれました。ごくろうさま
でした。さて、これからパラリンピックが始まります。こ
ちらの方も、松戸にゆかりのある選手が3人出場します
ので皆さん応援してください。
　話は変わりますが、松戸市では市の将来を担う子ども
たちが元気に育つための子育て支援制度に力を入れてい
ます。その一環として幼稚園の預かり保育料に対する助
成を充実させました。
　その内容は、働きながら幼稚園の預かり保育を利用し
た場合の保育料が、保育所を利用した場合の保育料とほ
ぼ同額となる制度です。全国でも初めての制度です。こ
れによって、働きながら子育てをする保護者の選択肢が
増えます。8月6日に実施した利用促進セミナーには65
世帯の皆さんにご参加いただきました。皆さんからは「制
度が充実していることが分かりました」「保育園だけでな
く幼稚園も検討対象になりました」といった声が出て、
とても興味を持っていただいたようです。松戸市は今年
4月に国基準の待機児童ゼロを達成しましたが、さらに
実質的な待機児童ゼロをめざして、今後も頑張りたいと
思います。
　また、8月7日から10日まで、市内の中学生を平和大
使として長崎に派遣する長崎平和大使事業で、22人の
中学生を長崎市に派遣しました。平和大使は全国の青少
年との学習や平和祈念式典参列を経験して、戦争や核兵
器のない平和な世界の大切さをあらためて感じたようで
す。8月10日に行われた帰庁報告会では、平和大使一
人ひとりが自分の感じたこと、考えたことを発表してくれ
ました。長崎で経験したこと、気付いたことが大使の周
囲に伝わり、日本の、そして世界の平和へと広がってい
くことを祈っています。

人口 485,626人 
世帯 218,844世帯 

男　　241,567人
女　　244,059人

〔－ 97 〕
〔＋ 45 〕

〔－ 119 〕
〔＋ 22 〕

人口と世帯（平成28年8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。
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