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※時間・会場については、
　変更する場合があります。 

※当日はバス・タクシー乗り
　場が変更になります。 
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交通規制：9時30分～17時30分

バス乗り場
戸ケ崎・三郷・八潮方面
矢切の渡し入口方面
日大歯科病院・流山方面

バス降車場

バス乗り場
国分・聖徳学園方面

バス乗り場
市川方面

西口デッキ上・下

日程 催し物 開催時間 会場
東口フェスタ（ステージイベント・出店など） 10:00～17:00
ザリガニ釣り 10:00～17:00
ベジタブル・ガーデン（地場野菜・梨即売会） 10:00～16:00
消費生活展〔スタンプラリー実施会場（　　　でも実施）〕 10:00～17:00
小・中学生観光絵画展（4階文化ホール、2日は16:00まで） 10:00～18:00
MATSUDO  STREET  DANCE EVENT
「MOVE  UP!」 10:00～17:00

キッズスクエアー（2日は10:30から） 12:00～16:00

10/1
㈯

子ども警察官コーナー、薬物乱用防止キャンペーン他 13:00～15:00
東口オープニングセレモニー 11:05～11:20
サンバパレード 13:30～14:00
YOSAKOIスタジアム 13:30～15:00

10/2
㈰

陸上自衛隊松戸駐屯地イベント（変身コーナー） 10:00～16:00
松戸ハロウィン 10:30～15:30
クラシックカーショー 14:00～15:00
素人のど自慢決勝大会 11:50～14:40
阿波踊り 15:30～16:20
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 10月1日㈯・2日㈰　10時～17時
交通規制9時30分～17時30分
〔雨天決行　※中止になるイベントもあります〕 会場：松戸駅周辺地域

　秋の恒例行事「松戸まつり」を今年
も松戸駅周辺地域で開催します。松
戸を代表する歴史あるお祭りに出掛
けませんか。
問 同まつり実行委員会（松戸商工会
議所内）☎364－3111

オープニングセレモニー
日時10月1日㈯10時～10時30分
会場 1イベント広場
内容消防音楽隊の演奏、主催者等あ
いさつ、テープカット

バザール
日時10月1日㈯・2日㈰各10時～17時
会場11松戸中央公園
内容市民・市内事業所・市内団体の
屋台、ステージイベント

全国ふるさと観光物産展
日時10月1日㈯・2日㈰各10時～17時
会場 9西口デッキ下
内容全国各地の郷土の名産品を販売

　
　
 　

 

～笑顔
でつなぐ

 

やさシティ、まつど。～

音楽パレード
日時10月1日㈯10時30分～12時　
会場 1イベント広場～ 7文化ホール
付近、10東口デッキ付近～市役所　
参加団体消防音楽隊、市内小学校

第43回

9/15
2016（平成28年）
No.1555

●松戸市消費生活展 くらしフェスタ松戸 … 2
●文化が香るまち“まつど”松戸市文化祭 … 4
●楽しもうスポーツの秋！松戸市民運動会 … 5
共生社会の実現に向けて
「市民活動特集」を折り込んでいます



内容 出展団体
他
ひ と

人ごとではない !? 認知症 松戸市消費者の会
廃食用油を集めています NPOエコマネー「アウル」の会
地域へ消費生活情報を届けよう ! （公社）N

ナ ッ ク ス
ACS 千葉分科会

意外と食べている !? 遺伝子組み
換え

生活クラブ生活協同組合・松戸プリム
ラの会

食育「たべる、たいせつ」 生活協同組合コープみらい
消費生活と司法制度のつながり 松戸検察審査協会
☆主役はあなた　食卓の安全☆ 食の安全安心を考える市民の会
自分の家の耐震性能は大丈夫 ? NPOすまいの応援団
環境にやさしいくらし方 NPOせっけんの街
食品の在庫管理できてます ? 流通経済大学古井ゼミ
SOS～知っておいて損はない～  R

アール

K
ケー

U
ユー

ファイヤーファイターズ
新しい衣類の取扱い表示 市消費生活モニター

時間 10/1 ㈯ 10/2 ㈰
11:00～ 講演「あなたの家は大丈夫？」

12:00～ クイズ「あなたの消費者力を
チェック！」

セミナー「廃食用油を集めてい
ます」・クイズ「あなたの消費
者力をチェック！」・紙芝居「ケ
ンタくんのおやつ」13:00～ 紙芝居「ケンタくんのおやつ」

14:00～ DVD「裁判員制度」 DVD「家族の絆で防ごう電話
D
で
E 詐欺」

15:00～ コント d
で
e げき隊「消費者啓発コント」

　くらしに役立つ情報が学べるイベントが盛りだくさ
ん！出展団体のパネル展示や実演、ちびっこスタンプラ
リー、さらには消費者クイズに抽選会と、子どもから大
人まで夢中になれるものばかりです。

会場アートスポットまつど
　（伊勢丹松戸店新館9階）
消費生活課☎366－7329

みんなが主役！安全・安心な消費生活！！

生活に役立つ情報が盛りだくさん！

展示　10月1日㈯・2日㈰10時～ 17時

アトラクション　10月1日㈯・2日㈰11時～ 16時

第43回 松戸市消費生活展
くらしフェスタ松戸

講演会「なるほど！松戸の防災」
要申込
9月30日㈮14時～ 15時30分　
講師危機管理課職員　定員先着70人　費用無料
電話で消費生活課☎366－7329へ

「コントd
で
eげき隊」は、買え買

え詐欺など身の回りで起こるトラ
ブル事例を紹介

※監査結果の全文は、行政資料センター、図書館本館および市ホームページ（ア
ドレスは1面右上参照）で閲覧できます。

財政援助団体等監査
●監査の対象（所管部局）＝財政援助
団体監査…松戸市都市農業振興協議
会（経済振興部農政課）、指定管理者
監査…公益財団法人松戸市文化振興
財団（生涯学習部社会教育課）
●監査の結果＝会計経理に係る事務処
理及び帳簿並びに証拠書類等はおお
むね適切で、効率的に運営されてい
るものと認められた。なお、指摘事
項は次のとおり。

監査委員事務局☎366－7385
監査結果を公表します

部署 未収金の種別
水道部総務課　 水道料金未収金
市立病院医事課 診療費等窓口未収金
東松戸病院総務課 診療費等窓口未収金
介護老人保健施設梨香苑 療養費等窓口未収金

区分 内容 指摘事項
収入 調定の時期が適切でなかったもの 1件

支出
支出する予算科目が適切でなかったもの 1件
支出時期が適切でなかったもの 1件
支出の事務手続きが適切でなかったもの 2件

契約

発注方法が適切でなかったもの 2件
見積書に関する事務処理に誤りがあったもの 4件
随意契約の理由が適切でなかったもの 5件
予定価格の事務処理に誤りがあったもの 12件
契約書の作成が適切でなかったもの 6件
契約書の収入印紙の取扱いに誤りがあったもの 4件
契約保証金の納付時期が適切でなかったもの 4件
契約保証金の免除理由が適切でなかったもの 3件
履行保証保険証券の提出時期が適切でなかったもの 1件
監督職員選任通知をしていなかったもの 4件

その他
郵券類等受払簿の記載が適切でなかったもの 4件
準公金の取扱が適切でなかったもの 1件
物品出納簿の記載が適切でなかったもの 2件

合　　　計 57件

区分 内容 指摘事項

支出

支出時期が適切でなかった
もの（所管部局） 1件

補助金の実績報告書の記載
に誤りがあったもの（団体） 1件

補助金の実績報告書の記載
に誤りがあったが受理して
いたもの（所管部局）

1件

合　　　計 3件

＜指摘事項＞

＜指摘事項＞

平成28年3月2日から平成28年5月
27日までの期間に実施した定期監査
結果および財政援助団体等監査結果
の概要を公表します。
平成28年8月4日
松戸市監査委員　牧野　英之

同 三好　徹
同 杉山　由祥
同 飯箸　公明

定期監査
●監査の対象＝生涯学習部（10課）、
学校教育部（5課・4校）、監査委員事
務局、水道部（2課）、消防局（5課）、
病院事業〔管理局（7課）・建設事務局・
附属看護専門学校・介護老人保健施設

梨香苑〕
●監査の結果＝監査の結果は、おおむ
ね適正に執行されているものと認めら
れた。なお、意見及び指摘事項は次の
とおり。
＜意見＞
未収金の徴収については、鋭意努

力されているところであるが、解消
に向けて引き続き努力されたい。

定員 ②のみ先着40人　費用各100円
  電話またはEメールで同大学知財戦略課☎365－

1111(代表）、 tancoc@seitoku.ac.jpへ
子育て支援課☎366－7347

講座名 日時  会場
（聖徳大学） 内容等

①
子育て広場
―おやこで
“ゆるりん”

10/7～ 28の毎週金曜日
10:00～12:00
※10/7は保育者のたまごの
「オータムコンサート」
10/21は、おやこで“ゆるりん”
講座「いっしょにおどろう」。

10号館
3階

内容安心して過ご
せる地域の親子交
流の場　対象 2歳
までの子と親

②
子育てサポー
ター講座 
要申込

10/14㈮10:00～11:00 10号館
5階

内容子どもの心の
育ち方・育て方
講師同大学教員
対象祖父母世代

聖徳大学短期大学部 松戸子育てカレッジ

相談名（原則予約制） 日時 予約・問い合わせ

不妊相談 電話（予約不要）10/11 ㈫   9:00 ～ 11:30

☎361－2138
来所 10/11 ㈫ 13:30 ～ 16:00

思春期相談 10/   7㈮・25㈫13:30～15:30
精神保健福祉相談 10/   4㈫・17㈪ 14:00～16:00
酒害相談 10/20 ㈭ 14:00 ～ 16:30

エイズ検査
即日検査 10/  4㈫・18㈫13:30～14:00

☎361－2139夜間検査 10/18 ㈫ 17:30 ～ 19:00
※要予約。　※検査は匿名・無料。
※梅毒、クラミジア、B型・C型肝炎の検査も可。

DV相談 電話（予約不要）月～金曜日 9:00 ～ 17:00 ☎361－6651来所 原則金曜日 9:00 ～ 17:00
障がい者
差別相談

電話（予約不要）月・火・木・金曜日
9:00～ 17:00

☎361－2346
367－7554来所

松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談

伝えよう  自分の存在  反射材
秋の全国交通安全運動期間　9月21日㈬～30日㈮
交通事故死ゼロを目指す日　9月30日㈮
　秋は日没が早くなります。夕暮れ時や夜間には、重大事故が起きやす
くなるので、注意しましょう。「事故を起こさない」だけでなく「事故に
遭わない」ためにも、交通ルールを守り、交通マナーを実践しましょう。
重点目標
1. 子供と高齢者の交通事故防止
2. 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
3. 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトと

チャイルドシートの正しい着用の徹底
4. 飲酒運転の根絶
市民安全課☎366－7341

スローガン

●広報まつど　2016年（平成 28年）9月15日

2　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

防止



健康推進課☎366－7486

東松戸ゆいの花公園の講座
①エッグポマンダー 9月 27日㈫ 10
時 ～ 11 時 30 分　 先 着 12 人　
500円　②天然素材S

サ ノ

ANOEフラワーの
フォトフレームアレンジ 9月 30日㈮
10時 30分～ 12時　 先着10人　
1,800円　③あかりのイメージ 10月
8日㈯10時 30分～12時　 先着12
人　 2,000円　④オータムトレイン
10 月 19日㈬ 10時～ 11時 30分　
先着8人　 1,800円　共通 同公園
マグノリアハウス　 電話で同公園管理
センター☎384－4187へ

野鳥観察会（21世紀の森と広場）
10月 1日㈯8時30分新京成常盤平

駅改札口集合、11時30分頃現地解散〔雨
天中止〕　 100円（別途交通費）　 当
日集合場所で　 （公財）松戸みどりと
花の基金☎710－2851

得する街のゼミナール「新松戸まちゼミ」
10月 1日㈯～30日㈰　 まちゼミ

参加店舗他　 専門店が講師となるミニ
講座　 一部材料費　 9月23日㈮か
ら商工振興課（☎711－6377）で配布
するチラシを見て、9月26日㈪から電話
で各参加店舗へ　 同実行委員会事務局・
上野☎343－8248

シルバー人材センター中高年英語教室
（映画で学ぶ日常英会話）〔各全9回〕
10月3日～12月19日の毎週月曜日（休

講あり）①13時30分～15時00分②
15時15分～16時45分　 シニア交流
センター　 45歳以上の人　 各先着15
人　 各 9,000円（別途教材費）　 9月
23日㈮〔必着〕までに、はがきに住所・
氏名・年齢・電話番号・希望コース番号
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
中高年英語教室係（☎330－5005）へ

介護支援ボランティア登録説明会
①10月5日㈬②11月10日㈭ ③ 12

月1日㈭各13時30分～15時30分　
①松戸市社会福祉協議会（上矢切）②

六実市民センター③馬橋東市民センター
次の全てを満たす人A市民で65歳以

上B要介護（要支援）認定を受けていな
いC介護保険料の未納・滞納がない　
各先着30人　 筆記用具、印鑑　 ①
9月29日㈭②11月 2日㈬③11月 24
日㈭までに、電話で（社福）松戸市社会
福祉協議会地域福祉推進センター☎362
－5963へ

福祉教育サポーター養成研修〔全2回〕
10月 7日㈮・14日㈮各13時 30分

～ 15時 30分　 （社福）松戸市社会福
祉協議会（上矢切）　 車いす体験・視
覚障がい者体験・高齢者疑似体験　 先
着 30人　 10月 5日㈬までに、電話
で同協議会地域福祉推進センター☎362
－5963へ

自宅の耐震相談をしてみませんか
① 10 月 13 日㈭② 11 月 10 日㈭③

12月 8日㈭④平成 29年 2月 9日㈭⑤
3月 9日㈭各 10時～ 16時　 ①②③
市役所新館 8階会議室④⑤常盤平市民
センター　 昭和56年以前に建築した、
木造在来軸組構法の住宅（地上2階建て

以下）の簡易耐震診断　 自宅の平面図
電話で建築指導課☎366－7368へ

星空観望会
10 月 15 日㈯ 18 時～ 20 時　 市

民会館プラネタリウム室　 星空案内
と天体望遠鏡での観望（雨天曇天の場合
はプラネタリウムのみ）　 先着 80人
（子どもは保護者同伴）　 電話で同館☎
368－1237へ

親子木工教室（巣箱づくり）
10 月 16 日㈰、11 月 20 日㈰、12

月 18日㈰各 9時 30分～ 12時　 松
戸地域職業訓練センター（テクノ 21）
小学生と親　 各先着10組　 500

円　 費用を添えて、 直接同センター
（☎349－3200）へ

子育てお母さんの再就職支援セミナー
セミナー 10月17日㈪ 10時～12時
30分　個別相談 10月17日㈪ 13時
30分、14時10分、14時50分、15時
30分からの各30分　共通 ゆうまつ
ど　 県ジョブサポートセンター雇用就
労相談員　 先着20人（個別相談はセ
ミナー参加者のうち 4人）　※一時保育
あり（10月 7日㈮までに要予約、6カ
月～就学前、1歳 6カ月以上はおやつ代
200円）　 電話で商工振興課☎711－
6377へ

まつど創業塾〔全 8回〕
10 月28日～ 12月16日の毎週金曜

日18時～21時（12月16日のみ17時
から）　 松戸商工会議所会館（松戸駅
下車）　 中小企業診断士他　 独立・
開業を目指す人等　 先着40人　 電
話で同会議所☎364－3111へ

成田空港親子見学バスツアー
①10月 22日㈯ 8時 30分柏駅集合、

17 時解散② 10 月 30 日㈰ 9時千葉駅
集合、16 時 30 分解散　見学場所 成田
空港、航空科学博物館他（昼食付き）　
小学 4～ 6年生とその保護者　 各回
20組 40人（抽選）　 9月 27日㈫〔必
着〕までに、はがきに希望する出発地・
小学生とその保護者氏名・年齢・郵便番
号・住所・電話番号（自宅・携帯）を記
入して、〒260－0026千葉市中央区千
葉港 4の 3の 301　成田空港活用協議
会事務局（☎043－306－2411）へ　
※申し込みは1組1通まで。当選者には、
10月11日㈫までに参加証を郵送します

ちば里山カレッジ フォローアップ研修
（里山のきのこについて）
10 月 29 日㈯ 9時～ 16 時　 昭和

の森と緑公園緑地事務所（千葉市）　
先着30人　 筆記用具、弁当、飲み物

1,000 円　 9 月 20 日㈫～ 10 月
25日㈫の間に、電話または Eメールで
NPOちば里山センター☎0438－62－
8895、 info@chiba-satoyama.netへ

なかよし動物フェスティバル 2016
9 月 17 日㈯ 10 時～ 15 時　 県動

物愛護センター（富里市）　 同センター
☎0476－93－5711

さつまいもの収穫体験
9月 20日㈫から　 小川農園（串崎

新田）　 1株220円　 電話で松戸市
都市農業振興協議会（小川農園）☎387
－2057へ

小金北市民センター講座①ジョイフル
ミュージック「英語でポピュラーソング
を歌おう！！」②おとの“わ”コンサート
9月22日㈷ ①10時～11時②13時

～15時　 小金北市民センター　 各
先着①20人②100人　 同センター☎
343－3191

秋の松戸を歌って語る吉崎さとしコン
サート
9月22日㈷ 14時 15分から（14時

開場）　 まいちゃ亭（新京成八柱駅下
車）　 先着50人　 1,000円（前売り）
吉崎☎ 080－3176－9314、松戸探

検隊ひみつ堂☎727－7825へ

江戸川松戸フラワーライン 秋の花まつ
り 2016
9月 24日㈯〔雨天時は25日㈰〕10

時～ 14時　 江戸川河川敷（上葛飾橋
下）　 河川清流課☎366－7359

小金原老人福祉センタークラブ合同展
覧会（墨絵・華道・俳句・編み物）
9月 24日㈯・25日㈰各10時～ 17

時　 小金原市民センター　 同福祉セ
ンター☎344－8270

ロコモティブシンドロームを予防しよう 
ロコチェックと立ち上がりテスト
9月26日㈪～30日㈮10時～12時、

13時～ 15時　 市役所 1階連絡通路

県営住宅入居者募集
募集期間10月1日㈯～ 15日㈯　入居資格
①現に住宅に困窮していて同居親族がい
る人②所定の方法により算出した月収が
一般＝158,000円以下、高齢者・身体障
がい者等（条件あり）＝214,000円以下
申込書配布 9月28日㈬から、県東葛飾地
域振興事務所・市住宅政策課・各支所・
行政サービスセンターで　 県住宅供給
公社県営住宅管理部募集
課☎043－222－9200

特定空き家の発生を防止するために、
千葉司法書士会と市は法律相談業務等
について協定を締結しました
住宅政策課空家活用推進室☎366－

7366

納税通知書送付用封筒に掲載する広告
を募集します

　詳細は、市ホームページをご覧くださ
い　 10月17日㈪〔必着〕までに、所
定の申込用紙に広告原稿案を添付して、
直接または郵送で〒271－8588松戸市
役所　税制課（☎366－7321）へ

北千葉広域水道企業団職員募集（平成
29年 4月採用）

　詳細は、同企業団ホームページをご覧
ください　 同企業団総務調整室☎345
－3211

松戸市環境審議会
10月 4日㈫14時から　 市役所新

館5階市民サロン　傍聴定員先着10人
（13時50分まで受け付け）　 環境政策
課☎366－7089

介護保険運営協議会
10月6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）　 介護
保険課☎366－7370

会議

お知らせ

市等からのお知らせをお伝えするコーナーです。 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

敬老祝金をお贈りします
平成28年9月1日現在、市内に住民登

録をしている市内在住の人で、平成28
年度中に満88歳（生年月日が昭和3年4
月2日～昭和4年4月1日）、満100歳以
上（生年月日が大正6年4月1日以前）に
なる人　※平成28年8月31日までに、
転出・死亡等された人は対象となりませ
ん。対象になる該当年度を過ぎた場合
は、贈呈できません　贈呈金額10,000
円　お渡し方法 9月16日㈮に本人指定の
銀行口座に振込予定　※対象者には6月
17日付で口座振込依頼書を郵送してい
ます。届いていない場合はご連絡くださ
い　※銀行口座がない人には後日連絡し
ます。また、4月1日～ 9月1日の間に松
戸市に転入した人には、後日通知します
高齢者支援課☎366－7346

植木の剪
せん

定
てい

（10月～ 12月）
　枝おろし・刈り込みの予約を月100件
程度受け付けます（ごみは自己処理）　
作業内容により積算　 電話で（公社）

シルバー人材センター☎330－5005へ

古ケ崎スポーツ広場の出入り口ゲート
の開放時間は、10月 1日～平成29年
3月 31日の間、7時 30分～ 17時に
なります
スポーツ課☎703－0601

白井聖地公園で返還された墓地 113
区画（芝生墓地：66区画、普通墓地：
47区画）を再公募します
申込資格以下の全てに該当する人①市内
に平成27年 10月 8日以前から継続し
て居住②自宅または他の墓地、納骨堂に
遺骨がある（改葬は可。分骨は不可）③申
込者が申込遺骨の2親等以内の親族（他
の墓地、納骨堂に遺骨がある場合は除く）
④申込者が祭祀の主宰者（葬儀の喪主など）
申込用紙配布 9月26日㈪～10月7日㈮
の間に、健康推進課・市民課・各支所・
行政サービスセンター等で　 10月7日
㈮〔消印有効〕までに、所定の申込用紙を
郵送で〒271－0072松戸市竹ケ花74の
3　健康推進課管理班（☎366－7485）へ

小松菜・ほうれん草農園オーナー募集
（1区画 1.5㎡）
収穫時期12月　農園所在地旭町、五香西
（ほうれん草のみ）　 1区画1,500円　
9月30日㈮〔消印有効〕までに、はが

きに農園所在地・希望作物の種類・希望
作物ごとの希望区画数・住所・氏名（ふ
りがな）・昼間連絡のとれる電話番号を
記入して、〒271－8588松戸市役所農政
課内　松戸市都市農業振興協議会「小松
菜・ほうれん草」係（☎366－7328）へ

市営住宅入居者募集
入居資格①市に住民登録をして居住して
いる人または市内に勤務している人②入
居の際に同居する親族がいる人③持ち家
を有していないこと等、現に住宅に困窮
していることが明らかな人④所定の方法
により算出した月収が一般＝158,000
円以下、高齢者、身体障がい者等（条件
あり）＝214,000円以下　募集案内書配布
9月28日㈬～ 10月9日㈰の間に、住宅
政策課・各支所・行政サービスセンター
で（窓口開設時間内）　入居予定時期11
月下旬ごろ　 10月1日㈯～10日㈷〔消
印有効〕の間に、郵送でのみ受け付け　
※応募者多数の場合は公開抽選。家賃・
必要書類他は、募集案内書をご覧くださ
い　 住宅政策課☎366－7366

講座・講演・催し

❶ ❷ ❸ ❹
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3 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いわれています。　　　　　　
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会場市民劇場　
内容文化祭参加団体等による公演
問松戸市文化団体連盟・加藤☎080－5435－2337

文化ホール/戸定邸/松雲亭
行事名 日時 会場 団体名 問い合わせ

写真展（光
こう
彩
さい
･天地人）

11/1㈫～6㈰10:00 ～18:00（初日
は13:00から、最終日は16:00まで） 文化ホール

松戸文化写真会 後藤☎361－1883

書道展
松戸市書道連盟 加藤☎080－5435－2337
瑞
ずい

松
しょう

書道会 中山☎362－5957

いけばな展 11/3㈷～5㈯10:00 ～18:00（最終
日は16:00まで） 文化ホール 松戸華道協会 落合☎362－9296

菊花大会 11/2㈬～13㈰9:30 ～17:00（入館
は16:30まで） 戸定邸 千

せん
松
しょう

菊花会 菊地☎365－7206

茶会（有料） 11/3㈷10:00 ～15:00 松雲亭 松戸茶道会 同会事務所☎368－0020

市民会館
行事名 日時 会場 団体名 問い合わせ

小唄演奏会 10/16㈰13:00 ～16:00 音楽室 松戸小唄会 杉山☎047－315－4087

舞踊大会
10/30㈰10:00 ～17:30 ホール 馬橋芸能連合会 大石☎342－7948
11/3㈷10:00 ～17:30 ホール 松戸舞踊連合会 渋谷☎090－2218－9532

洋蘭展 11/1㈫～4㈮9:30 ～17:00（初日は
12:00から、最終日は16:00まで） 2階ロビー 松戸蘭友会 中野☎04－7182－4878

マジックフェスティバル 11/6㈰13:00 ～15:40 ホール 松戸奇術会 岩田☎388－2783
短歌大会 11/12㈯13:00 ～17:00 301会議室 松戸短歌会 塩入☎391－5016
松戸市民謡連盟大会 11/13㈰9:30 ～19:30 ホール 松戸市民謡連盟 宮澤☎090－3001－4030
吟詠の集い 11/20㈰9:30 ～17:00 ホール 松戸市吟詠連盟 岩淵☎388－0693

日本舞踊大会 11/23㈷10:30 ～18:00 ホール
松戸芸能会 渋谷☎04－7158－5755
日本舞踊同好会 村山☎363－9808

文化会館（森のホール21）
行事名 日時 会場 団体名 問い合わせ

フラダンスの集い 10/16㈰13:00 ～16:30（12:30開
場） 小ホール 松戸ハワイアン

フラ協会 蜷川☎388－7365

日本古典舞踊公演 10/23㈰11:30 ～18:00（11:00開
場） 小ホール 松戸日本古典舞

踊連盟 安藤☎387－6417

松戸市合唱祭 10/29㈯12：00～16：00・30㈰
11:00 ～18:00 大ホール 松戸市合唱連盟 加藤☎384－6079

俳句大会 11/3㈷13:00 ～17:00（10:00 ～
12:30受付）

レセプション
ホール 松戸市俳句連盟 村田☎387－1020

市民社交ダンスパー
ティー 11/6㈰16:00 ～19:30 レセプション

ホール
松戸市社交ダン
ス協会 宮澤☎090－3001－4030

※10/1㈯10:00から文化ホール窓口で無料配布する入場整理券が必要（先着150人。1人2枚まで）
話し方フェスティバル 11/12㈯13:00 ～17:00 大会議室･和室 松戸市話し方連盟 高瀬☎341－0012

市民劇場
行事名 団体名 会場 日時 問い合わせ

読書会 松戸読書会 第2・第3会議室 10/16㈰14:00 ～16:30 小田島☎363－0121
大正琴ミュージック
コンサートin東葛 大正琴連盟 ホール 10/21㈮13:00 ～16:00 小島☎388－4574
文化講演「江戸時代
の交通と宿場の実像
（講師北原進氏）」と
伝統芸能「南京玉す
だれ」

松戸史談会 ホール 11/6㈰13:00 ～16:00 松田☎342－1764

邦楽演奏会（小唄・
長唄・箏

そう
曲
きょく
・日舞） 松戸邦楽会 ホール 11/12㈯13:00 ～17:00 山本☎386－5726

囲碁大会 松戸市囲碁愛好会 第2・第3会議室 11/20㈰9:00 ～17:30 三枝☎367－8041
秋の謡と仕舞の会 松戸謡曲連盟 ホール 11/23㈷9:45 ～17:30 加藤☎347－0458

オープニング・一日文化祭
9月25日㈰13時～17時（12時30分開場）

文化が香るまち
“まつど” 芸術・文化の秋を楽しもう！ 第68回 松戸市文化祭 文化祭参加団体による

公演や展示を行います

稔台市民センター

稔
台
文
化
祭

日時 内容
10/29㈯・30㈰9:00 ～
17:00（最終日は16:00まで） 書道・盆栽

10/30㈰10:00 ～16:00 音楽祭

11/  3㈷  9:30 ～19:00 囲碁大会〔1,500円（弁当
付き）〕

11/  3㈷10:00 ～15:00 茶道（さつき会）
11/  3㈷・4㈮9:00 ～17:00
（最終日は16:00まで）

油絵・書道・版画・墨彩画・
かな書道・華道

11/  5㈯・6㈰9:00 ～17:00
（最終日は16:00まで）

稔台フレンドクラブ（水墨
画・実用書道・シャレモジ）

11/  6㈰10:00 ～15:00 茶道（雪
ゆき
間
ま
の会）

11/  6㈰10:30 ～12:00 太極拳
11/  7㈪13:30 ～15:30 童謡の会

稔台文化団体連絡協議会・濱野☎363－4961

小金市民センター

小
金
文
化
祭

日時 内容

① 10/29㈯・30㈰10:00
～16:00

新舞踊・唄・大正琴・ハワ
イアンフラ・詩吟・詩

し
舞
ぶ
・

絵画展・押花絵展・手描友
禅展・絵手紙展

②

11/5㈯・6㈰10:00 ～
16:00

刺繍･書道･押花アート･押絵
･華道･墨絵･詩

し
意
い
画
が
･茶道･創

作折りづる・鉄道模型を走
らせる会

11/5㈯  9:50 ～12:15 松戸気功協会
11/5㈯10:00 ～15:00 茶会裏千家（有料）
11/5㈯12:15 ～14:30 放

ファンソン
松大極拳

11/5㈯15:00 ～16:30 歌声コーナー
11/6㈰10:00 ～16:00 日本舞踊・神

か ぐ ら
楽太鼓

11/6㈰17:30 ～20:30 社交ダンス

①小金芸術同好会・佐藤☎344－5914②小金文化団体
遊心会・木

き
部
べ
☎341－7521

常盤平市民センター

①
と
き
わ
平
地
区
文
化
祭
②
③
④
常

盤
平
文
化
祭
⑤
⑥
盆
栽・さ
つ
き
展

日時 内容

① 10/23㈰10:00 ～16:00 日本舞踊・安
やす
来
ぎ
節
ぶし
・かっぽれ・銭太鼓・エイサー・民謡・民舞・フラダンス・書

道・ベリーダンス・カラオケ・山野草・竹細工・リュミエールアートグラス

② 11/3㈷～5㈯10:00 ～17:00
（最終日は16:30まで） 展示 華道・書道・絵画・陶芸・手編み・洋裁・刺

し
繍
しゅう
・話道・マクラメ・

紅
びん
型
がた
染
ぞめ
・手造りの会

③ 11/3㈷10:00 ～15:00 茶席（有料） お茶会・添
そえ
釜
がま

④ 11/3㈷13:00 ～16:00 舞台 話し方・筝
そう
曲
きょく
・吟詠・ブックトーク・ファッションショー（洋裁・

編み物）
⑤ 11/12㈯・13㈰9:00 ～17:00 盆栽
⑥ 11/12㈯・13㈰9:00 ～17:00 さつき

①ときわ平地区文化会・秋山☎389－7501②常盤平文化連合会・武市☎385－1272③同連合会・山口☎387－6772④同連
合会・小林☎386－3710⑤日本盆栽協会松戸支部・安孫子☎090－3210－9312⑥松戸さつき会・小松☎349－1566

小金原市民センター

小
金
原
文
化
祭

日時 内容

11/3㈷・4㈮10:00
～17:00（最終日は
16:30まで）

パッチワークキルト・手作り縄文土
器・手編み・水墨画・日中水墨画・
楽しい絵手紙・身近な花達のフラワ
ーデザイン・油絵

小金原文化の会・安達☎343－6898

馬橋市民センター

新
松
戸
文
化
祭

日時 内容

10/29㈯・30㈰
10:00 ～17:00（最
終日は16:00まで）

編物・生け花・押花・茶会（有料）・
レース・革工芸・絵手紙・ステンシル・
吊し飾り・茶

さ
道
どう
具
ぐ
の仕

し
覆
ふく
・アート盆栽・

グラスアート・タイルクラフト他

ゆうかり手工芸文化の会・植木☎340－4235

矢切公民館

矢
切
公
民
館
文
化
祭

日時 内容
10/29㈯～11/3㈷
10:00 ～16:00（最
終日は15:00まで）

書道・七
しっ
宝
ぽう
焼
やき
・陶芸・鎌倉彫・つまみ画・

絵画・茶道・俳句他

生涯学習推進課☎367－7810

青少年会館

青
少
年
会
館
文
化
祭

&
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

日時 内容

11/3㈷10:00～
16:00

演劇・吹奏楽・ヒップホップ・チア
ダンス・手具体操・こどももの作り
コーナー・模擬店他

青少年会館☎344－8556

4

博物館企画展 博物館☎384－8181
9月17日㈯～11月23日㈷

学芸員による展示解説会
9月24日㈯、10月9日㈰・22
日㈯、11月6日㈰・19日㈯・
23日㈷各14時35分～15時10
分　会場企画展示室（企画展観
覧券が必要）　※申込不要。

土器とその中から見つかった
磨製石斧（河原塚遺跡）

会場博物館企画展示室
開館時間9時30分～17時（入館は
16時30分まで）
休館日毎週月曜日（ただし
9月19日・10月10日は
開館）、9月20日㈫、
10月11日㈫
観覧料一般300円、
高校生・大学生150
円、中学生以下無料
※常設展は別料金。11月
3日㈷は企画・常設展とも無料。

講演会
①9月25日㈰　内容石斧と人－企画展のみどころ－　講師同
館学芸員・大森隆志　※申込不要。
②10月23日㈰　内容磨製の石斧と旧石器時代人の生活　講師
明治大学教授・安蒜政雄氏　要申込
③11月3日㈷　内容斧を持つひと　講師東洋大学講師・田中
英
ひで

司
し

氏　要申込
共通時間13時～15時　会場講堂　定員80人（抽選）　費用無料
②10月6日㈭〔必着〕③10月25日㈫〔必着〕までに、往復は

がき（1人1枚）に住所 ･氏名（ふりがな）・電話番号を記入し
て、〒270－2252松戸市千駄堀671　松戸市立博物館②は
「10/23記念講演会」係、③は「11/3歴史を語る②」係へ

 石斧と人－3万年のあゆみ 石
い し

斧
お の

と人－3万年のあゆみ

日本最大の石斧（上
うわ
掵
はば
遺跡）

写真：秋田県教育委員会

限りある水資源の有効活用のため、引き続き節水にご協力ください。　問水道部総務課☎341－0430、危機管理課☎366－7309
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10月

―常盤平児童福祉館☎387－3320―
わくわく広場（わんぱく組）毎週水曜日10時30分～11時30分 ( よちよち組 ) 
毎週木曜日10時30分～11時　( はいはい組 )毎週金曜日（28日除く）10時
30分～11時
あそぼう会毎週火曜日16時～16時45分　対象主に小学生
中高生の広場（TAPS）毎週土曜日17時～19時　内容ハロウィーンパーティー
歌の広場1日㈯15時～15時30分　対象小・中学生
卓球広場8日㈯14時～15時30分　内容基礎とゲーム　対象小・中学生
あそび広場15日㈯・22日㈯・29日㈯15時～16時　対象主に小学生
―移動児童館☎387－3320―
わくわく広場 東部市民センター 毎週水曜日10時～12時　小金北市民センター
毎週木曜日（なかよし組）10時20分から　（わんぱく組）11時から　
稔台市民センター毎週金曜日（なかよし組）10時20分から　（わんぱく組）11
時から　内容体操・手遊びなど
あそぼう会古ケ崎市民センター 毎週火曜日（11日除く）15時～17時
柿ノ木台公園体育館毎週水曜日15時15分～16時45分　小金北市民センター毎
週木曜日15時15分～17時　稔台市民センター毎週金曜日15時～17時　内容
ハロウィーンカードをつくろう他　対象小学生
―根木内こども館☎315－2985―
ひょうたんの会11日㈫11時15分～12時　内容手遊び　対象乳幼児と保護者
おもしろ探険くらぶ15日㈯15時～16時30分　内容映画会
工作くらぶ29日㈯13時～16時　内容パネルシアター　対象小学生以上
育児教室28日㈮9時45分～11時30分　内容保健師による育児健康相談等　
対象１歳未満の乳児と保護者
パティシエ教室29日㈯10時～12時　対象小学4年生以上（要予約）
―野菊野こども館☎331－1144―
おやこDE広場5日㈬11時～12時　対象初めて利用する乳幼児と保護者
中高生タイム①8日㈯②22日㈯③29日㈯各17時30分～19時30分　内容①
③フリータイム②野菊野塾　対象中学・高校生
こどもの国のじゅんび9日㈰13時30分～15時　対象小学生以上

　私たちの身近になりつつある地域アートについて、地域でアーティストが活
動することがまちにどのような影響をもたらすか、これからの地域アートはど
ういう形となっていくべきなのかなど、「アート」と「地域」について、ゲストが
さまざまな角度や立場から語り、参加者と考えます。お気軽にご参加ください。
日時10月2日㈰15時～17時30分（14時50分開場）　会場 F

フ ァ ン ク ラ ブ

ANCLUB（松戸
駅下車）　ゲスト水戸芸術館学芸員・山

やま

峰
みね

潤
じゅん

也
や

氏、美術作家・池
いけ

田
だ

剛
こう

介
すけ

氏　
定員先着30人　費用ワンドリンク500円　 当日会場で

文化観光国際課☎366－7327

「森の中でハロウィーンパレード」
日時10月1日㈯10時30分～12時〔雨天中止〕
会場21世紀の森と広場内森の工芸館　対象
乳幼児親子、小学生以上の人　費用無料　

当日会場で　 野菊野こども館☎331－
1144（火～日曜日の13時～17時）　※第1土
曜日休館。

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

「アートと地域の共生をめぐるトーク」

葉っぱや木の実を使って仮装しよう！

　ロングステイ・プログラムは、約3カ月間アーティストが滞在し、作品
を制作します。本年度の公募では過去最多となる世界66カ国・296人
の応募がありました。「始まり」・「芸術」・「星」という複合的な意味を持つ
「START」をテーマに、宇宙飛行士の山崎直子氏も参加した審査会で決定
しました。10月7日㈮19時から、パラダイスエア（松戸駅下車）で歓迎パー
ティーを開催します。ぜひ、ご参加ください。

 http://paradiseair.info/
（一社）P

ペ ア

AIR☎364－8832、文化観光国際課☎366－7327

プリン・パニチュパン
（アメリカ）
デザイナー・発明家
滞在予定：
10月3日㈪～12月28日㈬

滞在中の3カ月間、さまざまなイベントを
行います。どうぞご期待ください。

パラダイスエア・
ロングステイ・アーティスト決定

森のこども館イベント

松戸市文化芸術振興講演会

地区 日程・開始時間 会場 問い合わせ先
本庁 11/6 ㈰ 9:00

〔小雨決行、雨天中止〕南部小学校 本庁地区社会福祉協議会
☎ 368－0547

明第一
10/22 ㈯ 8:30

10/23 ㈰
〔小雨決行〕

運動公園陸上競技場 地区長・関☎ 363－1727

明第二東 11/3 ㈷ 8:30
11/6 ㈰ 運動公園陸上競技場 明第2東地区社会福祉協議会

☎ 360－2122
明第二西 11/3 ㈷ 8:30 古ケ崎小学校 明第2西地区社会福祉協議会

☎ 367－7727
矢切 10/9 ㈰ 8:00 

10/10 ㈷ 柿ノ木台小学校 地区長・篠田☎ 362－9774、
☎ 090－5771－3374

東部 10/2 ㈰ 8:30
10/16 ㈰ 第五中学校 地区長・渡

わたな
部
べ

☎ 090－3228－9897
馬橋 10/30 ㈰ 8:30

11/3 ㈷
第三中学校

八ケ崎小学校 地区長・恩田☎344－9117

常盤平 10/16 ㈰ 9:30
10/23 ㈰ 金ケ作小学校 小嶋☎ 387－3310

五香・
松飛台

10/30 ㈰ 8:45
当日一部実施、

他 11/6 ㈰
松飛台第二小学校

同体育館 倉田☎ 387－9860

六実・
六高台

10/9 ㈰ 9:00
10/10 ㈷ 六実中央公園 石井☎ 090－1883－9005

常盤平
団地 10/16 ㈰ 10:00 金ケ作公園

常盤平第一小学校 山根☎ 388－9367

小金 10/10 ㈷ 9:00
〔雨天中止〕 小金北中学校 嶋根☎ 341－0840

小金原 10/9 ㈰ 9:00
10/10 ㈷ 根木内中学校

地区長・森　☎ 342－ 4798
小金原地区社会福祉協議会
☎ 348－7115

馬橋西 10/16 ㈰ 9:00
10/22 ㈯ 馬橋小学校 髙田☎ 090－8496－3396

松戸市民運動会松戸市民運動会
種目運動会種目 　※ =雨天時

共通対象市内在住・在勤・在学の人　
9月22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（一時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
も記載）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
※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。　※定員に満たない場合は9月23日㈮から電話で受
け付け。　※申し込みフォーム利用の場合、 mcsyogaigakusyu-
kouza@city.matsudo.chiba.jp からのメールを受信できる設定
にしてください。　※駐車場には限りがあります。電車・バス等公
共交通機関をご利用ください。

市民自主企画講座

秋の講座参加者募集！要申込

成人講座 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です。　費用無料

　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。そのために講座修了生のグループによる企画を支
援し、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。

内容講座補助（会場設営、受付）　定員2人　 講座参加申し込み
の際に、往復はがきまたは申し込みフォームに「サポーター希望」
と記入してください。

講座サポーター募集（成人講座受講者対象）

講座名等 講師 日時 会場 定員（抽選） 費用
地域の人々が安心して
暮らせる活力あるまち
を目指して（まつど生
涯櫻

おう
友
ゆう
会）

落語家・山遊亭金太
郎他

10/7㈮・14㈮
各13:30 ～15:30、
21㈮13:30 ～16:30

六実市民
センター 100人 無料

食生活と健康づくり（セ
ブンの会）〔全2回〕

千葉大学大学院教
授・江

え
頭
がしら

祐
ゆ
嘉
か
合
り
氏

他

10/20㈭14:00 ～
16:00・27㈭14:00
～15:15

文化ホール
※駐車場な
し

30人 無料

リラックスタイムを過ご
そう！＜石けん作り、講
演、健康体操＞（矢切で
しょ！）〔全3回〕（一時
保育あり。1歳6カ月～
小学2年生。1回200円）

インストラクター・
長谷川弘江氏他

10/21㈮・28㈮、
11/11㈮各10:00 ～
12:00

矢切公民館 30人 材料費
500円

松戸駅周辺の“神社巡
り”（とみの会）〔全3回〕 とみの会会員 10/25㈫、11/1㈫・8

㈫各10:00 ～12:00 松戸駅周辺 20人 無料

講座・講師名 日時 会場  定員（抽選）
古武術に学ぶ体にやさしい介護術〔全3回〕
理学療法士・岡田慎一郎氏

10/19㈬・26㈬、11/2㈬
10:00 ～12:00 ゆうまつど 25人

申し込みフォーム

生涯学習推進課☎367－7810

　　　　　　　　　　　　利根川水系上流ダム貯水量の回復に伴い、9月2日をもって取水制限を全面解除しました。　　　　　　

＜申し込みフォームURL＞
https://www.city.matsudo.chiba.jp/cgi-bin/form_
enq/formmail.cgi?d=H28_aki2_syogaigakusyu

※新松戸地区は都合により、今年は実施しません。



21世紀の森と広場内
博物館
〒270－2252 松戸市千駄堀671
☎384－8181

開館時間…10：00～18：00

文化ホールギャラリー
☎367－7810

博物館と戸定歴史館は、市内在住の身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人
とその介護の人、市内在住の70歳以上の人は観覧料無料です。また、小・中学生も観覧料無料です。

開館時間…9:30～17:00（入館は16:
30まで）
休館日…月曜日（祝・休日の場合は
開館し、翌日休館）・年末年始
常設展観覧料…一般300円、高校・
大学生150円（団体料金あり）。
※障がい者専用以外の駐車場はあり
ません。21世紀の森と広場の有料駐
車場をご利用ください。

◆企画展「石
いし
斧
おの
と人－３万年

のあゆみ－」
9/17㈯～11/23㈷
会場企画展示室（要常設観覧
券）　※詳細は4面で。
◆ミニ写真展「街角編①」
10/1㈯～12/27㈫
内容昭和30～60年頃に市内
で撮影された、街角の写真を展
示　会場常設展示室内（要常設
観覧券）
◆ミュージアムシアター
・9/30㈮までの 平日13:15、
15:15、土・日曜日、祝日15:15
「〈森浩一が語る日本の古代 第
３巻〉縄文時代　東の文化」
〈74分〉
・10/1㈯ ～ 30㈰平日13:15、
15:15、土・日曜日、祝日15:15
①「東ニューギニア探検記録
（東海テレビ制作）シン・シン」
〈約 37分〉②「東ニューギニ
ア探検記録（東海テレビ制作）
ピグミー」〈約36分〉」
※①②を連続して上映。
会場講堂　定員各回先着80人
（申込不要）費用無料
◆午前11時の名画座
・9/30㈮までの 11:00
「〈ふるさとの伝承17〉湖と生
きる ‒ びわ湖の四季の暮らし
‒」〈40 分〉
・10/1㈯～30㈰ 11:00
「〈日本の近代化遺産　第 3
巻〉帝都誕生－東京の近代化

※申し込みの記載のないもの
は、全て当日会場で。
◆①健筋運動②簡単フラダンス
①9・10月 の 毎週木曜日②
10/14㈮・21㈮・28㈮10:00
～10:50　会場運動公園武道館
対象①60歳以上②18歳以上の
人(初心者可)　持ち物①上履き
定員各先着25人　費用1回500
円　 同公園☎363－9241
◆グラウンド・ゴルフ教室
9/18㈰9:00 ～12:00　会場東
漸寺本堂裏広場（駐車場使用不
可）　 スポーツ推進委員・堀
☎344－1735
◆バドミントン教室(初級・中級)
9/23㈮から毎月第4金曜日9:00
～11:00　会場柿ノ木台公園体
育館　費用1回500円　 電話
でスポーツ推進委員・坂平☎
366－3432へ
◆軽スポーツ教室
9/25㈰9:00 ～12:00　会場常
盤平第一小学校　内容グラウン
ド・ゴルフ、ソフトバレーボー
ル スポーツ推進委員・小暮
☎090－4012－7686
◆ソフトバレーボール教室
10/2㈰9:00 ～11:00　会場常
盤平体育館　 スポーツ推進委
員・浅野☎090－4012－7686

松戸駅市民ギャラリー
生涯学習推進課☎367－7810

〈9/15㈭まで〉
アトリエ新松戸カルチャー

教室展
同アトリエ☎342－6006
洋画木曜会展
同会☎363－7850

〈9/16㈮～29㈭〉
第8回彩

さい

の会グループ展
同会☎363－3240
水墨画光

こう

墨
ぼく

会作品展

開館時間…9:00～16:30
休館日…月曜日（祝・休日の場合は開
館し、翌日休館）
※みどりの相談室は、水・土・日曜日と
祝日の10:00～12:00と13:00～15:30
（電話相談あり）。
※バーベキューのお問い合わせは、☎
385－1815へ。
◆樹木観察～見てさわって分
けてみよう～
10/1㈯ 10:00～ 11:30
講師自然解説員・畑

はた

川
かわ

芳弥氏　
定員 25人　費用無料
◆健康と癒しの森歩き～心と
体で楽しむ森林浴～
10/16㈰ 10:00～ 12:00
講師千葉県森林インストラク
ター会　定員 25人　費用無料
◆秋の昆虫観察会
10/22㈯ 10:00～ 11:30
講師自然相談員・髙

たか

保
ほ

純樹氏　
定員 25人　費用無料
◆みどりの里で葉物野菜を植
えよう！

パークセンター
☎345－ 8900

21世紀の森と広場

講座は全て申込制。電話でパーク
センターへ（9:00 ～17:00）

10/22㈯ 13:30～ 15：00〔雨天
時は翌日に順延〕
講師みどりの相談員・橋本倉

くら

司
じ

氏　定員 20人　費用無料
◆秋の公園で見られる鳥たち
10/23㈰ 10:00～ 11:30
講師自然解説員・直井宏氏　定
員 25人　費用無料
◆自然観察入門講座「タネの
旅立ちと秋の虫たち・座学と
野外観察」
10/29㈯ 10:00～ 15:00
講師東葛しぜん観察会　定員
30人　費用無料
◆モリヒロをより楽しむカメラ
教室「マニュアルモードで秋を
切り取ろう」
10/30㈰ 13:30～ 15:00
講師フォトグラファー・湯浅徹
氏　定員 12人　費用無料

認知症介護相談交流会
9月23日㈮13時～15時　会場松戸市社会福祉協議会（上矢切）
（公社）認知症の人と家族の会松戸地区・尾崎☎343－8925

愛の献血（まつど健康マイレージ15マイル対象）
9月24日㈯10時～11時45分、13時～16時　会場西友常盤平店前（新京成
常盤平駅下車）　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

食生活講座「ヘルスアップ教室～食と健康コース～」〔各全2回〕要申込
日程 会場・申込先 内容（講話・調理実習）

 9/27㈫、10/4㈫ 常盤平保健福祉センター
☎384－1333 1日目：野菜を食べてチョウ（腸）美人

野菜1日350ｇを食べて生活習慣病予防
2日目：これであなたも骨元気
カルシウムを1日650mgとって生活習慣病
予防

 9/30㈮、10/7㈮ 小金保健福祉センター
☎346－5601

10/19㈬・26㈬ 中央保健福祉センター
☎366－7489

松戸駅市民ギャラリーの追
加利用募集受付
対象期間9/30㈮～10/13㈭
東・西、10/14㈮～27㈭東、
11/11㈮～24㈭西、11/25㈮
～12/8㈭西、12/9㈮～21㈬
東・西（計7枠）　※先着順。
電話で生涯学習推進課☎

367－7810へ

戸定歴史館
☎362－2050

開館時間…9:30～17:00（入館は
16:30まで）
休館日…月曜日（祝・休日の場合は開
館し、翌日休館） 
入館料…共通券一般240円など
個別券一般150円など

◆夏季展「坂川・江戸川　水景色」
9/22㈷まで
展示室は9/23㈮～10/7㈮まで
の間、展示替えのため休館とな
ります。　※戸定邸は通常どお
り開館しています。

※一時保育あり（要予約、2歳以上、おやつ代他1回200円）。
時間各10時～12時30分　対象2日間参加でき、本講座を初めて受講する市
内在住の20～50代の人　定員各先着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
9月15日㈭9時から各コース開始7日前までに、電話で各保健福祉センターへ

第86回がん患者・家族「集いの場」　要申込
10月3日㈪13時30分～15時30分　会場市立病院2号館5階会議室　内容フ
リートーキング　定員先着15人　費用無料
電話またはFAXで同病院・がん診療対策室☎363－2171、 363－

1489へ　※がんの相談も受け付けています。

遺産－」〈46分〉
会場講堂　定員各回先着80人
（申込不要）　費用無料
◆土日祝のキッズシアター
・9/24㈯までの土・日曜日、祝
日13:15
「〈ふるさと再生 日本の昔ばな
し〉火男」ほか２話〈約25分〉
・10/1㈯～30㈰土・日曜日、祝
日13:15
「〈ふるさと再生 日本の昔ばな
し〉三つの斧」ほか２話〈約
25分〉
※講演会のため、9/25㈰、10/9
㈰・23㈰の上映はありません。
会場講堂　定員各回先着80人
（申込不要）　費用無料
◆学芸員講演会③「石斧と人
－企画展の見どころ」
9/25㈰ 13:00～ 15:00
※詳細は4面で。
◆講演会
①館長講演会「日本における
博物館のはじまり」②企画展
記念講演会「磨製の石斧と旧
石器時代人の生活」③歴史を
語る「斧を持つひと」
①10/9㈰②10/23㈰③11/3
㈷各13:00～ 15:00
共通会場講堂　講師①同館学
芸員・望月幹夫②明治大学教授・
安蒜政雄氏③東洋大学講師・田
中英

ひで

司
し

氏　対象一般　定員 80
人（抽選）　費用無料　 ①
9/27㈫②10/6㈭③10/25㈫
〔必着〕までに、往復はがき(１
人１枚)に、住所・氏名(ふりが
な )・電話番号を記入して、①
「10/9館長講演会」②「10/23
記念講演会」③「11/3歴史を語
る②」係へ
◆ガイドツアー（総合展示解説）
随時受付（常設展観覧券が必要）

（初日と最終日は公開時間が変更の場
合があります）
（休館日…月曜日）
◆第36回松戸市小中学校理
科作品展
9/15㈭～18㈰
指導課☎366－7458

◆第 14 回梨
り
雲
うん
書展

9/23㈮～25㈰
横山☎369－5001

◆松戸市小中学生観光絵画展
9/30㈮～10/2㈰
文化観光国際課☎366－

7327
◆我が街松戸（第16回）
10/4㈫～9㈰
安東☎345－7342

◆第33回金曜デッサン会作品展
10/11㈫～16㈰
秋元☎345－7577

青柳☎346－0191
〈10/14㈮～27㈭〉
洋画会・円

まどか

作品展
石井☎385－6934

健康塾「緩和ケアって何?」　要申込
10月4日㈫14時30分～16時　会場東松戸病院大会議室　講師同病院緩和ケ
ア病棟看護師　定員先着60人　費用無料
電話で同病院保健福祉医療室☎391－5500へ

懐かしの歌謡曲de健康体操！　要申込
10月12日㈬13時～14時30分　会場馬橋市民センター　
講師音楽健康指導士、介護予防指導士　内容懐かしの歌に合わせた健康体操　
対象おおむね65歳以上の人　定員先着30人　費用無料
電話で新松戸高齢者いきいき安心センター☎346－2500へ

認知症予防教室〔全3回〕　要申込
日程 時間 内容 講師

① 10/12㈬

13:00
〜
15:30

認知症の理解～疾患について～ 医師

グループワーク 高齢者いきいき安心センター職員

② 10/13㈭
認知症の理解～予防について～ 認知症介護認定看護師
認知症をつきとばせ！！～体
操・脳トレ～ インストラクター

③ 10/14㈮
高齢者の食事 管理栄養士
グループワーク 高齢者いきいき安心センター職員

会場小金市民センター　対象市内在住の65歳以上で3日間全て参加できる人　
定員先着約30人　費用無料　
電話で小金高齢者いきいき安心センター☎374－5221へ

市立病院①小児心臓血管外科は9月29日㈭②小児脳神経外科は9月
23日㈮・30日㈮③心臓血管外科外来は9月27日㈫に全休診します
同病院各科外来☎363－2171

ご協力ありがとうございました。なお、情報提供は最寄りの交番または警察署へお願いします。　問高齢者支援課☎366－7346
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※都合により会場等は変更になる場合があります。※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。

常盤平女声合唱団
毎週月曜日10時～13時　 常盤平・八

柱・五香各市民センター　 月4,000円（入
会金1,000円）　 平☎318－2955
ゆりの会（社交ダンス）
毎週月曜日19時～20時30分　 八ケ

崎市民センター　 初級・中級者　 月
3,000円（入会金なし）　 石田☎090－
1542－5940
小金原ダンスサークル（社交ダンス）
月4回土曜日15時～17時　 小金原市

民センター　 多少経験のある男性　 月
3,000円（入会金なし）　 鈴木☎090－
6029－6645

松戸混声合唱団
毎週金曜日18時～21時　 市民会館　
月3,000円（入会金1,000円）　 朝倉☎

343－0573
八ケ崎エアロビクス
毎週火曜日10時～12時　 八ケ崎市民

センター　 成人女性　 月2,000円（入
会金2,000円）　 染井☎341－6110
歌謡体操（脳と体の活性）
月3回日曜日10時～11時　 馬橋市民

センター　 60歳以上の女性　 先着5人
月2,000円（入会金2,000円）　 小関☎

080－5718－2973

このコーナーは市民団体等からのお知らせです（●マークは社会教育関係団体、助成マークは市民活動助成事業です。）
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用（記載のないものは無料）　 …申込方法、申込先　 …問い合わせ先

●新体操教室（柔軟・リボン・ボール）
9月15日～10月20日の毎週①月・

水曜日②火曜日③木曜日各17時～19時
④土曜日13時～15時　 ①常盤平体育
館②柿ノ木台公園体育館③東部スポーツ
パーク④青少年会館　 4歳～小学生　
各先着30人　 電話で松戸アミュー

ズ新体操クラブ・大
だい

門
もん

☎090－2448－
2744へ
●「英語でスピーチ・プレゼン・論評力を
研
みが
く」デモミーティング
9月17日㈯、10月1日㈯・15日㈯、

11月 5日㈯・19日㈯、12月 3日㈯各
14時30分～16時30分　 稔台市民
センター　 18歳以上の人　 筆記用具
松戸トーストマスターズクラブ（英語

クラブ）・滝本☎090－1665－6900
◆稔台フレンド寄席
①9月17日㈯②10月15日㈯各19

時から　 オオイ文化センター（みのり台
駅前）　 ①山

さん

遊
ゆう

亭
てい

くま八
はち

②立
たて

川
かわ

幸
こう

之
の

進
しん

　
各200円　 同会・小林☎367－6579
◆真

まっ
向
こう
法
ほう
体操

9月18日㈰13時～14時30分　
市民会館　 先着10人　 500円　
電話で長谷部☎090－8565－1290へ
●スポーツ吹

ふき
矢
や
体験教室

9月～平成29年3月の毎月第1・3水
曜日各9時～12時　 新松戸サンライト
パストラル五番街D棟集会所　 各先着
30人　 各月1,000円　 電話で日本ス
ポーツ吹矢協会松戸支部・小

こ

松
まつ

田
だ

☎345
－8030へ
◆NPO若草会カウンセリング
9月24日㈯10時～15時　 同会（稔

台）　 精神障がい・引きこもりの人とそ
の家族　 先着5人　 3,000円　 電
話で同会・藤田☎368－3345へ
◆いぶきチャリティバザー
9月24日㈯11時～13時〔雨天決

行〕 ①いぶきの広場・いぶき療護苑（五
香）②第2いぶきの広場（東平賀）　 （社
福）松の実会①☎389－1010②☎341－
1167

◆松戸のみどり再発見ツアー「矢切の斜
面林からフジバカマの里を巡る」
9月25日㈰9時30分矢切駅改札口集

合、14時現地解散〔小雨決行〕　 弁当、
敷物、帽子他　 300円（小学生以下無料）
当日会場で　 緑のネットワーク・ま

つど・高橋☎090－2935－9444
◆ピコ亭日曜寄席
9月25日㈰14時から　 北小金ピコ

ティ西館2階　 三
さん

笑
しょう

亭
てい

可
か

龍
りゅう

　 500円
※同館1階美濃屋または2階ロザ美容
室にてチケット販売　 美濃屋☎341－
0006
●童謡コンサート
9月28日㈬13時30分～16時　

市民劇場　 1,000円　 松戸童謡の会・
鈴木☎343－6631
●初心者キルト講習会〔全 3回〕
①9月29日㈭、10月6日㈭・13日㈭②
9月30日㈮、10月7日㈮・14日㈮各10
時～12時　 ①小金原②常盤平各市民セン
ター　 手

て

提
さ

げとコインケースの制作　 要
問い合わせ　 各3,000円　 電話で松
戸生活文化協会・安達☎343－6898へ
●健康体操教室
9月29日㈭10時～12時　 勤労会

館　 70歳以下の女性　 先着5人　
500円　 電話で健康体操もくれん・

豊
とよ

川
かわ

☎369－0577へ
◆小金宿フォトコンテスト
締め切り9月30日㈮　※応募条件等詳細
は事務局へ　 小金宿フォトコンテスト
事務局・松本☎341－6352
◆「法の日」無料法律相談会
10月1日㈯13時～16時　 千葉県

弁護士会松戸支部　 当日会場で　 同
会松戸支部☎366－6611
◆行政書士無料相談会（相続・許認可等）
10月1日㈯・2日㈰各10時～15時
松戸駅西口デッキ　 先着30人　

当日会場で　 千葉県行政書士会東葛支
部松戸地区・初

はつ

見
み

☎316－1950
◆老後のあなたを支える制度（成年後
見制度、遺言・相続）講座

10月1日㈯14時～16時　 稔台市
民センター　 司法書士・宮田圭佑氏　
先着30人　 9月30日㈮までに、FAX
に住所・氏名・電話番号を記入して、東
葛市民後見人の会松戸支部事務局・堀井☎
344－1834へ

◆秋のふれあい健康まつり
10月2日㈰10時～15時　 東葛ク

リニックみらい（松戸駅下車）　 検査（予
約制）、体験、講演等　 東葛クリニック
病院・桜井☎365－9048
●秋の山

さん
野
や
草
そう
展示会

10月2日㈰10時～16時　 常盤平
市民センター　 ときわ草

そう

遊
ゆう

会
かい

・嵯
さ

峨
が

☎
387－6776（夜間のみ）
◆「希望としての介護セミナー」～介護
という職業の魅力～
10月2日㈰13時～16時　 聖徳大

学7号館　 理学療法士・三好春樹氏　
先着400人　 ちば地域密着ケア協議
会☎043－244－2601
◆ビッグバンドコンサート
10月 2日㈰ 13時 30分～ 15時 30

分　 市民会館　 先着1,200人　 当
日会場で　 松戸スウィングセピア・馬

ま

渡
わたり

☎361－8496
◆狭山事件講演会
10月 2日㈰ 13時 30分～ 16時 30

分　 市民会館　 部落解放同盟東京都
連合会葛飾支部長・松島幸

ゆき

洋
ひろ

氏　 先着
48人　 300円　 当日会場で　 狭
山事件にとりくむ東葛住民の会・神

かん

林
ばやし

☎
343－3803
●松戸声楽勉強会　声楽発表会
10月 7日㈮ 13時 30分～ 16時 30

分　 森のホール21　 同会・五
ご

味
み

☎
080－3426－7597
●作ってみよう！私のおべんとう〔全4回〕
10月9日㈰、11月13日㈰・27日㈰、

12月18日㈰各10時～13時　 市民会
館　 小学3年生以上の人　 エプロン・

松戸地域職業訓練センター講座

講座名
日時 

午前= 9:30～12:30
　 午後=13:30～16:30
　　夜間=19:00～21:00

初めてのパソコン＆インターネット講座（Windows） 10/  3 ㈪～   6 ㈭午後
Wordを使った文書作成講座 10/25㈫～28㈮午前

《夜間》PowerPoint基礎・応用講座 10/11～11/15までの毎週火・
木曜日夜間　※11/3㈷除く

定員各先着10人　費用12,000円（当会員事業所または団体会員メンバーは
10,000円）　※夜間 PowerPoint 講座は 24,000 円（20,000 円）です。

※開催日の7日前に申し込みが1人（夜間コースは3人）以下の場合は中止。※その他、学
んで Word、Excel・PowerPoint・Access講座もあります。※受講費用の一部を助成する
若年者職業訓練講座助成金制度の詳細は、電話で商工振興課☎711－6377へ。
 受講料を添えて、直接同センター（小金原1の19の3、☎349－3200）へ

Windows7 使用

要申込

　　　　　　　　　　　　　　　　8月は防災行政無線で4件の行方不明高齢者の探索を行い、全て発見されました。　　　　　　
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　 先着20人　 全2,000
円　 NPO子どもっとまつど・駒

こま

口
ぐち

☎
344－2272（月・水・金曜日の10時～
16時）
◆高齢者向け「あっという間の簡単料
理」教室
10月11日㈫9時45分～13時30分
ふれあい22　 先着20人　 500円（材

料費）　 電話で松戸市特連協栄養士ネッ
トワーク・月

つき

井
い

☎386－6357（平日9時
～16時）へ
◆パソコン講座（①ワード、②エクセル）
10月①12日㈬・19日㈬・26日㈬各

13時30分～15時30分②14日㈮・21
日㈮・28日㈮各10時30分～12時　
NPO松戸 ITVネットワーク教室（北部
小学校近く）　 各先着2～5人　 ①
4,000円②1回1,000円　 電話で同団体
☎331－0880（月・水・金曜日10時～
16時）へ
◆日曜乳がん検査
10月16日㈰9時～17時　 新松戸

中央総合病院　 先着80人　 要問い合
わせ　 電話で同病院地域医療連携室☎
309－4186へ
●江戸芸かっぽれ踊り〔全 5回〕
10月19日～11月16日の毎週水曜日

各18時～18時45分　 小金原市民セ
ンター　 3,000円　 かっぽれ愛好会・
山田☎367－3096
●秋季ソフトテニス大会（体育祭）
11月3日㈷8時10分受け付け〔コー

ト不良の場合中止〕　 栗ケ沢公園庭球場
ペアのうち1人が市内在住・在勤・在学・

在クラブの人　 男女ABCクラス、45・
55・65・女子70・男75歳以上クラス、
中学生の部（5ゲームマッチ）　 1ペア
3,000円（中学生2,000円）　 10月12
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
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　歯の健康診査を受けていますか？定期的に歯医者さんに行く人もいら
っしゃいますが、まだまだ「痛くなったら行く」という人も多いようです。
みなさんもよく知っている歯周病などは自分では気づかないうちに進行
しているので、定期的な健康診査をおすすめします。
　ところで、松戸市には20歳以上の方であれば年に1回無料で受けられ
る“成人歯科健康診査”と、妊娠中に1回無料で受けられる“妊婦歯科健康
診査”という制度があるのをご存じですか？知らない人も多いのか、実
は利用者はあまり多くありません。せっかくなのでぜひ利用して、歯だ
けでなくお口の健康づくりに役立てていただきたいものです。
　そこで、7月1日から始まった“まつど健康マイレージ”。これは、健診
を受けたり、健康づくりの教室などに参加して50マイルを貯めると、抽
選で特典がもらえるというものです。歯の健康診査ももちろんマイルの
対象。健康診査は1回で15マイルですので、マイレージに参加して「健康
なお口」と「特典」をぜひゲットしてください！松戸歯科医師会からは、
特典として「デンタルウォータージェット」を提供しています。
　もうひとつマイルの貯まるお話。10月1日㈯、2日㈰は松戸まつり。松
戸歯科医師会は、2日㈰に松戸駅西口デッキにブースを出展します。そこ
で歯の健康相談等を受けると5マイルがもらえます。ちょっとしたお土産
もありますので、気軽にお立ち寄りください。歯科医師会のブース以外
にも薬剤師会のブースやロコモティブシンドロームをチェックするブー
スなど、マイルをもらえるところがいくつかあるようです。まつりの会
場でブラブラ歩きながらマイルを貯めるのもいいですね。
　楽しくマイルを貯めながら、健康を手に入れましょう。

公益社団法人　松戸歯科医師会　
 http://matsudo.cda.or.jp/

まつど健康マイレージに参加しよう！
歯を大切に
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松戸の夏を思い切り楽しもう
　あっという間のように感じます
が、夏の到来とともに、国際交流
員としての1年が経ちました。こ
の12カ月間で松戸市の幅広い国
際事業で役割を担い、また松戸
市のPR活動を英語で広げること
ができて大変うれしいです。今
年も同様にやりがいのある1年
になりますように！
　松戸市の年中行事を体験して、
この地で一番お出掛けが楽しい

季節がはっきりわかりました。それ
は夏でしょう！私は、矢切ビールまつ
りで冷たいビールを楽しんだり、江戸
川で打ち上げた夢花火に驚かされた
り、献灯まつりで松戸宿の夏の名物

とうもろこしをガツガツ食べ
たりしました。また、21世紀
の森と広場で行われる「ド
コでもシアター」にも行って
生音楽を聴きました。それ
が全て8月でした！
　松戸市内で体験できるこ
とは更にもっともっとありま
す！詳しくは松戸市のインター
ナショナル・ポータルの「イベン
ト・カレンダー」のページをご
覧ください（アドレスは右記）。

国際交流員が松戸の魅力を紹介します

エリンが行く、どこでもマツド！
 Here comes Erin!

Making the most of the Matsudo summer
This summer season aligns with my ‘Japan-niversary’ ‒ the 12 month 
mark since I moved to Japan and began working as Matsudo’s 
Coordinator of International Relations. It has been a pleasure to play 
a role in Matsudo’s many international initiatives, and to broaden city 
promotion efforts into English. May this next year be equally as jam-
packed!
After experiencing the full city calendar, I can safely say that summer 
is my favourite time to get out and about in Matsudo. I have enjoyed 
a cold beer at the Yagiri Beer Festival, been wowed by the fireworks 
over Edogawa River, devoured corn on the cob at the Sakagawa 
Lantern Festival, and even listened to live music during ‘Anywhere 
Theatre’ in Matsudo’s Forest & Park for the 21st Century. And that 
was just in August! 
There is so much more to see and experience. For information about 
what is on the horizon, take a look at the Upcoming Events page of 
the Matsudo City International Portal (address below). 
気軽に連絡してください！　Please contact me anytime!
mccir@city.matsudo.chiba.jp （English・日本語・Español = OK!）
文化観光国際課☎366－7327
 http://www.city.matsudo.chiba.jp/profile/InternationalPortal

全国小学生倉敷王将戦で
2年連続準優勝

相模台小学校6年生  渡邊晴磨さん
わた　　なべ　　はる　 ま

　八柱のサンセット通りを歩
行者天国にして、出店やサン
バパレード、あいさつコンク
ールを開催します。おまつり
を通して“ふれあい”ませんか。
日時9月25日㈰〔雨天時は10
月2日㈰に延期〕10時～16時
会場サンセット通り（新京成八
柱駅または JR 新八柱駅下車）
八柱をよくする会・根岸☎

386－0221

　楽しいイベントが盛りだくさんの一日
です。
日時9月24日㈯9時～15時30分〔小
雨決行・荒天時は25日㈰に順延〕　
会場東松戸中央公園（東松戸駅下車）  
※駐車場はありませんので公共交通機
関でご来場ください。会場付近は路上
駐車厳禁です。
内容ブラスバンド演奏、フラダンス、ス
テージイベント、フリーマーケット等
同まつり実行委員会事務局☎090－6527－9348

・みんなで咲かせよう「結いの花」　10時から　内容来場者によ
る花植え　定員先着100人
・松戸ウインドアンサンブル音楽会　13時30分～14時〔雨天決行〕
・講座
①好きな香りでサシェ（匂い袋）作り　　
10時から、11時から　定員各先着15人　
講師松戸ハーブボランティア　費用500円
②押し花のしおり　
13時～14時45分　講師結いの会　費用100円
※花苗販売やスタンプラリーもあります。
電話で同公園管理センター☎384－4187へ

あいさつまつり・
ふれあい広場

　8月6日に岡山県倉敷市で開催された将棋の小学生日本一を決める大会
「大山名人杯争奪 第15回全国小学生倉敷王将戦」の高学年の部で見事準優
勝に輝いた渡邊晴磨さん。決勝戦では涙をのみましたが、昨年に続いて2年
連続準優勝という素晴らしい成績を収めています。

　「将棋は自由で複雑なところが
楽しい」。駒を自分の思い通りに自
由に動かすことができ、相手によ
って何百通りもある戦法を選びな
がら指すことが将棋の魅力。「で
も負けることもあるので難しい」
と、話してくれました。
　今年、日本将棋連盟東葛支部柏
将棋センターで、東葛名人に輝い

た晴磨さんは、大人たちとも対局を行うほか、将棋の名局集や詰将棋の本、
インターネット上での対戦などにより日々の練習に励んでいます。
　晴磨さんが将棋をはじめたのは小学1年生のとき。将棋好きだった祖父
に、駒の動かし方を教わりました。将棋をはじめて半年で出場したクラス
別の小学生将棋大会で見事優勝。これまで数多くの大会で優勝しています
が、はじめて優勝したときのことが今でも一番印象に残っているそうです。
母・憲子さんは、当時を振り返り、戦法を学ぶために将棋の初級本を擦り
切れるまで読んでいたことを話してくれました。
　尊敬する棋士は、師範の石田和雄九段と羽生善治3冠。羽生3冠と一緒に
撮影した写真は宝物として大切にしています。
　「将来はプロ棋士になって、竜王戦に挑戦したい」と語る晴磨さん。8月
に行われたプロ棋士の養成機関である「新進棋士奨励会」の入会試験にも
見事合格。「奨励会は厳しいところだと思う。不安もあるけど、レベルの高
い人たちと将棋を指せるのはとてもうれしい」。これからもプロ棋士を目指
し一つずつ駒を進め続けます。

とうもろこしは絶品でした

倉敷王将戦決勝戦で対局中の晴磨さん

初めて会ってからぴったり
4年後の七夕の日に入籍し
ました。これからも楽しく
過ごしていきたいですね。
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東部地区東松戸まつり 東松戸ゆいの花公園 結いの花まつり
同 時 開 催

八柱歩行者天国

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文字以内・市ホームページ掲載希望の有無を記入して、〒271－
8588 松戸市役所　広報広聴課 mckouhou@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

9月24日（土）

要申込

松戸市安全安心情報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

緊急重要情報のメール配信を
行っています。サービスの利用
は登録が必要です。（QRコード
から登録できます）。

パソコン・スマートフォン版 モバイル版 パソコン・スマートフォン版 モバイル版

2016.9.15
（平成28年）


