
混雑が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください 電車新京成八柱駅・JR新八柱駅下車徒歩15分　バス新京成八柱駅南口より小金原団地循環また
は新松戸駅行きで公園中央口下車、馬橋駅入口より常盤平駅行きで水砂下車（西口）または八原台下車（北口）、JR新松戸駅より八柱駅行きで八原台下車（北口）または公園中央口下車

開催時間10時～16時30分（チケット販売終了16時)
会場池のほとり
販売価格1杯800円（チケット制）　※トッピングは各店舗で個別
購入。
出店店舗
松戸＝中華蕎
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うえ田（静岡） 

　佐々木元
も と

氏が繰り出す世界一の
技を堪能してください。
開催時間13時～13時30分　
会場イベントステージ

　和太鼓、器楽、合唱等7団体によ
る音楽イベント。 ※ワークショップも
あります。
開催時間11時～15時　会場イベント
ステージ　出演御陣屋太鼓を守る会、
菖友会、松戸児童合唱団、アンサンブ
ルサフィール、松戸ホルンクラブ、おじさんず、サウンドセレクション

会場21世紀の森と広場 光と風の広場・水とこかげの広場　入場料無料

各10時～17時〔荒天中止〕10月8日㈯～10日㈷
問21世紀の森と広場イベント実行委員会事務局（同広場管理事務所）☎346－0121

緑豊かな公園で極上の秋を満喫しませんか。

松戸・全国の有名店が夢の共麺！

             森のこども館

プロBMXライダーの
パフォーマンス

開催時間12時から、15時から（各約40分）  
会場イベントステージ　出演フロール・ヂ・松戸・セレージャ

モリヒロサンバ

食べ
て、見て、聴いて、遊んで

。

3 日間開催

10月8 日㈯

10月10日㈷

10月 9 日㈰

　キッチンカーや市内の飲
食店、雑貨等の販売店舗
50店が出店します。
開催時間10時～16時
会場光と風の広場

　落ち葉プール等、子どもがのびのびと遊べる
ブースです。
開催時間10時～16時　会場水とこかげの広場

グラスバレーボール

開催時間12時から、15時から（各約40分）   
会場イベントステージ
出演Q

ケール

uer S
スインガール

wingar V
ヴェン

em P
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ra C
カ

á

モリヒロサンバ

モリヒロ音楽祭

松戸の“おいしい”
“かわいい”大集合！

　プロビーチバレーボール選手・上
あ げ

場
ば

雄
ゆ う

也
や

氏率いる松戸レガロのエキシビション
マッチとグラスバレーボール体験会。
※ワークショップ、物販もあります。
開催時間10時～16時　会場光と風の広場

モリヒロ
ライダーズカップ
　2～5歳のちびっこによるランニングバイ
クレース。　※貸しバイク等はありません。 
開催時間10時～16時　会場光と風の広場
参加費2,000円　※逆バンジー・スライダー、物販もあります
〔逆バンジー・スライダーのみ3日間実施（有料）〕。

10月2日㈰までに、同カップホームページ https://mmriderscup.
amebaownd.com/で　※当日の受け付けは不可。

要申込

10/1
2016（平成28年）

No.1556

●自転車のルールを守りましょう
●幼稚園入園案内
●戸定歴史館企画展「公爵 徳川慶喜家」
●もっと知りたいオーストラリア
●高齢者インフルエンザ予防接種
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大気
汚染

みどり

水質
汚濁

地球
温暖化
対策

地下水・
土壌汚染

環境
衛生

騒音
・
振動

　光化学オキシダント（光化学スモッ
グの指標物質）は、市内に設置して
いる全ての一般環境測定局で環境基
準を達成できませんでした。その他
の項目は全て基準を達成しました。

　大気の汚れが目立つ冬期は、大気汚染防止の
ため、窒素酸化物の冬期対策を実施しています。 
※ごみの焼却は法律により禁止されています。

案の公表日10月1日㈯から　公表方法①市ホームページへの掲載②政策推進課・行政
資料センター・各支所での閲覧（開庁日の開庁時間内）　意見の提出期間と方法10月
31日㈪〔必着〕までに、書面に住所・氏名・表題「松戸市総合計画第6次実施計画（素
案）について」を記入して、①持参（各支所可）②郵送③FAX④Eメール⑤市ホームペー
ジ専用フォームのいずれかから提出　※意見に対する個別回答は行いません。
問〒271－8588松戸市役所　政策推進課 366－1204、
　 mcseisaku2@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7072）

こまめに点検・整備をしましょう
　自転車安全整備士により点検・整備（有料）した
安全な自転車にはTSマークが貼られます。TSマーク
には傷害および賠償責任保険が付加されています。
問（公財）千葉県交通安全協会連合
会☎043－271－8481、千葉県自
転車軽自動車商協同組合☎043－
266－3221

自転車も事故を起こせば責任を問われます
　自転車は車両です。自動車と同様、重過失致死
傷罪などに問われ、損害賠償請求をされる可能性
があります。

ちばペダル
～弱虫ペダルと学ぶ自転車交通安全～
　千葉県を舞台に高校自転車部の活躍を描いたアニメ
「弱虫ペダル」とコラボしたキャンペーンを実施して

自転車は車両です！自転車は車両です！ルールを守って事故防止ルールを守って事故防止

©W.W(AS)/YGRFP

特設サイト

　平成27年中に市内で発生した交通事故発生件数は1,301件、このうち3割近い361件が自転車の関係する事故でした。
日ごろの運転を見直し、自転車のルール、マナーを守りましょう。

市民安全課☎366－7341、
　松戸警察署☎369－0110、
　松戸東警察署☎349－0110

自転車利用時の基本ルール
「自転車安全利用五則」
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
⑤子どもはヘルメットを着用

悪質・危険な自転車運転者には講習
が義務付けられています
　原則として3年以内に2回以上違反した人
は、「自転車運転者講習」が義務付けられ、
定められた期間に受講しなければいけません。

います。特設サイトでは、
自転車のルールを楽しく学
べる全6話のオリジナルアニ
メを公開しています。

住みやすいまちを目指して 問環境保全課
　☎366－7337

　身近な環境問題の現状、課題を紹介します。 ※環境白書は、環境保全課・行政
資料センター・図書館・市ホームページで閲覧できます。

● 冬期の自動車の使用自粛など大気汚染防
止対策

● 家庭でできる生活排水対策
● 犬・猫のふん迷惑防止看板の配布および
地域猫活動の推進

● こども環境講座の開催や「かんきょうを
チェックするノート」と「松戸版環境家計簿」
の普及

● 環境に関する各種パートナー講座の開催

市が行っている啓発活動

 http://www.
chibapedal.jp/ 

児童手当10月期分（6月～9月分）を
支給します

　児童手当10月期分を10月７日㈮に指定口座に振り込みま
す。 ※金融機関により振り込み時間が異なることがあります。
対象①平成28年度現況届を提出し、引き続き受給資格がある
と認められた人②平成28年5月以降、転入・出生等により松戸
市で児童手当の認定を受けた人　要件中学校3年生までの子ど
もを養育していること等
児童1人当たりの支給月額3歳未満＝一律15,000円、3歳以上小
学校修了前の第1子・第2子＝10,000円、第3子以降＝15,000
円、中学生＝一律10,000円、所得制限以上＝一律5,000円（児
童1人あたり）
問子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

平成28年版「環境の現状と対策（環境白書）」を発行しました

　和名ケ谷・稔台・松飛台・紙敷・
六実・二十世紀が丘・栗ケ沢・松戸
地区で、有機塩素化合物による地下
水汚染が確認されています。

　市では水質測定計画により、調査の実施や
関係する事業所の地下水・排水を監視してい
ます。また、汚染の状況の把握に
努めています。 ※井戸水を飲用する
人は定期的に水質検査を実施してく
ださい。

　平成28年3月に「松戸市地球温暖
化対策実行計画」を策定し、平成32
年度までに平成17年度比で11％の温
室効果ガス排出量削減を目標値に掲
げています。温室効果ガス排出量削
減には、市民・事業者・市が一体となっ
た取り組みが必要です。

　国分川・新坂川・坂川は全
て環境基準を達成しています。
市では清流を復活させるため、

「川をきれいにする条例」を制定し、坂川
水系のさらなる水質改善に向けて「清流
ルネッサンス事業」に約17年間取り組ん
できました。引き続き協力体制を維持する
必要があるため、新たに「江戸川・坂川
清流ルネッサンス連絡会」を設立し活動し
ています。 ※10月1日は「浄
化槽の日」です。浄化槽の
管理は適正に行いましょう。

　主要道路12地点で自動車騒
音を調査しました。道路に面す
る地域では、昼間7地点・夜間
4地点で環境基準を達成しまし

た。また、4地点で道路交通振動を調査し、
全てで環境省令が定める要請限度を満た
しました。
　苦情は75件あり、工事業に関するもの
が30件、次いで卸売・小売業に関するも
のが9件となっています。法・条例による
規制を受けない騒音は、発生源者に対し
て改善要請を行っています。一般家庭の
間で生じる生活騒音は、当
事者間の話し合いで解決す
るようお願いしています。

　市内に残る貴重な緑地をできる
だけ残すため、保全樹林地区等の
指定を行っています。また、里や
まボランティアによる樹林地の管
理活動の支援も行っています。

　あき地の適正な管理について、
市では、「あき地の雑草等の除去
に関する条例」を制定し、周囲の

生活環境を悪化させているあき地
の所有者に対して、草刈り機の無
償貸し出しや草刈り業者を紹介す
るなどの指導を行っています。
　下水溝や道路側溝などから発生するユスリ
カについては、状況に応じて市が駆除を行っ
ています。また、狂犬病予防対策として、飼
い犬の登録や集合注射業務などを行っていま
す。不幸な猫を増やさないため、不妊・去
勢手術費用の一部を助成しています。

TSマーク

対策

生するユスリ

●広報まつど　2016年（平成 28年）10月 1日
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　幼稚園の預かり保育を利用した場合の就園奨励費を差し引いた負担額と、保育所（園）に入所し延長保育利
用料を負担した額がほぼ同じになるよう、差額を月額上限25,000円まで助成します。
対象者①保護者・幼稚園児ともに松戸市内に住民登録をしている②助成対象幼稚園に在園し、預かり保育を利
用している③保護者の就労（月に64時間以上）等により子どもの保育を必要としている　※詳細は、市ホーム
ページをご覧になるか幼児保育課（☎366－7351）へお問い合わせください。

入園手続きの流れ

　理由を問わず入学したい学校を選べます。
選択できる範囲住所地の学区と隣接している学区の学校で、安全に徒歩通学できる範
囲　対象市内在住の来春小・中学校に入学する新1年生　手続き11月末頃に届く「入学
通知書」とともに「学校選択希望票」を学務課に提出　※受付期間・選択可能校・受け
入れ可能数等は、10月以降に配布予定のパンフレットまたは教育委員会ホームページを
ご覧ください。 ※希望者数が受け入れ可能数を超えた場合は公開抽選となります。

　特別な理由があって学区外の学校へ就学を希望する場合は申し立てができます。
申し立ての理由①学区外に転居が決まっている②保護者の就労のため、親戚等に預けな
ければならない③昼間、保護者が不在のために保護者の職場に帰宅させなければならな
い④病気等により住所地の学区の学校へ通学が難しい⑤兄または姉と一緒に通学させた
い　※②③は小学校入学児童が対象。 手続き10月上旬から、手続き理由を証明する書類、
印鑑、入学通知書（届いている場合）を直接学務課へ持参

※住所地の学区の学校へ入学を希望する場合は、手続きの必要はありません。
※市外から転入する新入生については、学務課へお問い合わせください。
※就学相談等は、教育研究所（☎366－7461）で受け付けています。

来春新入学する小・中学校が選べます
学校選択制

学区外就学申し立て

私立幼稚園預かり
保育料助成制度　

●通常の保育時間について
　おおむね9時～14時ですが、
園によって異なります。
●預かり保育について
　幼稚園の通常時間以外に別料
金を支払い利用する制度です。

　募集・願書、預かり保育等の詳細は各幼
稚園にお問い合わせください。松戸私立幼稚
園連合会のホームページもご覧ください。
http://www.matsudo.ne.jp/

所在地
預かり保育（時間）

長期休暇中の
預かり保育

預かり
保育
助成

電話番号通常保育
時間前

通常保育
時間後

1 聖ミカエル幼稚園 松戸1126 8:00～9:00 18:00まで 8:00～18:00 あり 362－0484
2 清風幼稚園 馬橋2547 － － － － 341－2469
3 矢切幼稚園 下矢切140 8:20～8:50 16:00まで（月・火・木・金曜） － － 362－4586
4 常盤平幼稚園 常盤平2の21 － － － － 387－5724
5 東漸寺幼稚園 小金359 7:30～8:40 18:30まで 7:30～18:30 あり 347－8001

6 ひので幼稚園 常盤平7の18の2 園長と相談
して決定 17:00まで － － 387－7578

7 中和倉幼稚園 中和倉168 － － － － 341－1505
8 みやこ幼稚園 松戸新田516 7:30～9:30 18:30まで 7:30～18:30 あり 367－3101
9 栴

せ ん

檀
だ ん

幼稚園認 常盤平2の31の2 7:00～9:00 19:00まで 7:00～19:00 － 387－0875
10 高木幼稚園 五香8の1の9 － 18:00まで 9:00～17:00 － 387－4809
11 あさひ幼稚園 五香西1の19の2 － 17:15まで 8:30～17:00 － 387－6254
12 北部幼稚園 根本190 8:00～8:30 18:00まで 8:00～18:00 あり 367－3121
13 高塚わかば幼稚園 高塚新田144 8:00～9:00 16:00まで（月・火・木・金曜） － － 392－2681
14 聖徳大学附属幼稚園 岩瀬550 7:00～8:30 19:00まで 7:00～19:00 あり 368－6135
15 二

ふ

三
み

ケ
が

丘
お か

幼稚園 二ツ木1692 7:30～9:00 18:30まで 7:30～18:30 あり 341－4548
16 松戸みどり幼稚園 仲井町1の32の1 － 16:50まで 9:00～17:00 － 362－6761
17 むつみ幼稚園 六高台3の50 8:00～8:30 17:00まで 8:30～17:00 － 387－1706
18 さつき幼稚園 金ケ作145の１ 8:30～9:00 17:00まで － － 387－7715
19 大勝院幼稚園 大谷口143 7:45～9:00 17:45まで 8:00～17:00 あり 344－2100
20 いわさき幼稚園 西馬橋2の6の23 － 17:00まで 9:00～12:00 － 342－8706
21 松戸いずみ幼稚園 上本郷2794 － 16:30まで － － 363－3289
22 北松戸さつき幼稚園 北松戸3の6 8:00～9:00 18:00まで 8:00～18:00 － 362－1748
23 八

は っ

照
しょう

幼稚園 八ケ崎1032の1 － － － － 341－1192
24 千駄堀栴

せ ん

檀
だ ん

幼稚園 施 千駄堀1865 － － － － 341－6882
25 本源寺幼稚園 大橋766 7:45～8:30 17:30まで － － 391－8592
26 みやおか幼稚園 小金原3の11 7:30～9:00 18:30まで 8:00～17:30 あり 341－6563
27 聖徳大学附属第二幼稚園 小金原7の14 7:00～8:30 19:00まで 7:00～19:00 あり 341－6598
28 さかえ幼稚園 栄町4の252 － － － － 361－0532
29 まるやま幼稚園 大橋372 － 17:00まで － － 330－8555
30 明和幼稚園 稔台2の35の10 7:30～9:00 19:30まで 7:30～19:30 あり 363－4012
31 高塚幼稚園 高塚新田295の3 7:20～8:20 18:30まで 7:00～18:30 あり 392－6955
32 八柱幼稚園 千駄堀1485の15 7:30～9:00 19:00まで 7:30～19:00 あり 385－2558
33 牧の原栴

せ ん

檀
だ ん

幼稚園 施 牧の原2の5 7:00～9:00 19:00まで 7:00～19:00 － 385－0907

34 金ケ作幼稚園 金ケ作306の66 － 16:30まで
（月・火・木・金曜） － － 385－3050

35 かきのき幼稚園 三矢小台5の13の4 － 16:00まで － － 365－5656
36 北丘幼稚園 五香7の19の1 － 17:30まで － － 385－4335
37 新松戸幼稚園 新松戸3の256 7:30～9:00 19:00まで 7:30～19:00 あり 344－4199
38 第二かきのき幼稚園 新松戸5の191 － 17:00まで － － 345－4722
39 専修大学松戸幼稚園 上本郷2の3621 － 17:30まで 365－1821
40 いわさき第二幼稚園 旭町2の300 － 17:00まで 9:00～12:00 346－3164
41 はなみずきこども園認 常盤平３の25の2 － － － － 383－8731
42 耀

かがや

きの森幼児舎 認 紙敷1080の1 － － － － 710－0002

園名
認認定こども園
 施 施設型給付を受ける幼稚園

願書配布10月15日㈯から
願書・入園受付11月1日㈫から

 問幼児保育課☎366－7351

幼稚園
要申込

平成
29年度

入園案内
が始まります

 問学務課☎366－7457

認定こども園（幼稚
園部分）と施設型給
付を受ける幼稚園

保育所（園）の利用料金とほぼ同額になります

入学通知書が届いてから入学説明会までの流れ

学区外の学校に入学を希望 住
所
地
の
学
区
の
学
校
に
入
学
を
希
望

新入学予定児童・生徒 ※入学通知書は11月末頃に発送

申し立ての理由に該当しない場合申し立ての理由に該当する場合

「学区外就学申し立て」を利用 「学校選択制」を利用
◎10月上旬より随時受け付け
「学区外就学申立書」を学務課
に申請
≪持参するもの≫
●理由を証明する書類
●印鑑
●入学通知書（届いている場合）

◎受付期間内（12月初旬予
定※土日を除く）に「学校選
択希望票」と「入学通知書」
を学務課に提出　※期間
外は受け付けできません。

希望者数≦受入可能数　　希望者数＞受入可能数

公開抽選

当選しなかった人

 入学説明会（1月中旬～2月下旬予定）

当選した人

抽選会場または教育委員会
ホームページで結果を発表

希望した学校への
入学通知書を再発送

住所地の学区の学校への
入学通知書を再発送

※日程等は入学する学校に
　直接お問い合わせください。

園を選択

手続き・
保育料等

幼稚園

保育料は
各園が
定めます
※補助金(就
園奨励費）が
市から交付さ
れます。

対象栴
せん

檀
だん

幼稚園・千
駄堀栴

せん

檀
だん

幼稚園・牧の
原栴

せん

檀
だん

幼稚園・はなみ
ずきこども園・耀

かがや

きの
森幼児舎

園を通して松戸市に
申請し、「支給認定証」
が発行されます。保
育料は所得に応じて
市が定めます

入園申込 希望する各園に直接申し込んでく
ださい（各園による選考があります）
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申 10月10日㈷〔必着〕までに、往復はがきまたは申込フォームに講座名・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・
性別・生年月日・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（☎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。 ※応募多数の場合は
抽選。定員に満たない場合は10月11日㈫から電話で受け付け。 ※駐車場・駐輪場はありません。

対象市内在住・在勤・在学の人
費用記載のないものは無料

問青少年会館☎344－8556

●まちづくり講演会～対談～「2時間街歩きの提言」要申込
11月2日㈬13時30分～15時　会場市民劇場　内容まちづくりの視点から街歩きの楽しさを探る　
講師聖徳大学名誉教授・福留強氏、俳優・三ツ木清隆氏　定員先着200人
申電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

●人権週間記念講座・市民大学講座「人権―私たちにできること」〔全5回〕
日程 内容 講師

11/15 ㈫ オリエンテーション・ビデオ視聴 生涯学習推進課職員
11/22 ㈫ 障害者差別解消法施行「私の生きてきた道～互いを尊重する社会へ～」 千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会委員長・高梨憲司氏
11/29 ㈫ ハンセン病回復者の人権―東村山市多磨全生園・ハンセン病資料館 元患者、ＩＤＥＡジャパン理事長・森元美代治氏他
12/  6 ㈫ 人にやさしいまちづくりへの取り組み 立川市大山自治会前会長・佐藤良子氏
12/13 ㈫ まとめ～私たちにできること 多文化共生人権ネットワーク代表・市川正廣氏
時間各10時30分～12時30分（11月29日は9時～16時40分）　会場文化ホール（11月29日は市役所発着バスあり）　定員25人
●成人講座

教室名 日時 会場 内容 講師 定員
 時間がない！片付けが苦手！な、あなたの   
 ための片付け講座〔全3回〕 11/13㈰・20㈰、12/4㈰各10:00～12:00 文化ホール 講義・ワークショップ 整理収納アドバイザー・moca氏 30人

●市民自主企画講座  各講座修了生のグループの企画を支援しています。 

費用江戸川探訪は関宿城観覧料200円

講座名 団体名 日時 会場 講師 定員

松戸の牧と馬の物語〔全3回〕 牧馬会 11/2㈬・9㈬・16㈬各10:00～12:00（2回目は8:40市
役所地下玄関集合、13:00解散） 市民会館、現地 旅行作家・山本鉱太郎氏他 20人

はじめての朗読・はじめての舞台
〔全4回〕

朗読で人生を
楽しむ会 11/5・12・19、12/10の土曜日各13:30～15:30 勤労会館 松戸市民劇団・石上瑠美子氏 50人

江戸川探訪～江戸川周辺の歴史
を訪ねる～〔全4回〕 江戸川研究会 11/①17②24、12/③1④8の木曜日①10:30～12:30②8:50～17:00③10:30～13:00④9:50～13:00 文化ホール、現地旅行作家・山本鉱太郎氏他 30人

戦没者追悼式
10月21日㈮14時～15時30分　 市
民会館　※ご遺族には案内状を送付しま
すが、当日までに届かない場合や遺族以外
で参加をご希望の場合は、直接会場へお越
しください　 地域福祉課☎366－3019

松戸市特別支援学級合同運動会
10月22日㈯9時～12時20分　 松戸
運動公園体育館　 栗ケ沢中学校・松村
☎341－5178

無料調停相談会
10月22日㈯10時～15時　 市民劇場
離婚・相続・金銭貸し借り等の家庭内・民
事上のトラブル等の相談　※現在裁判中・
調停中の事件は相談不可　 当日会場で
千葉地方・家庭裁判所松戸支部庶務課
☎368－5141

まつど市民活動サポートセンターの催し
NPOマネジメント強化セミナー第一弾「共
感を呼び信頼されるNPOへ」 10月22日
㈯17時～20時　 ㈱PubliCo代表取締
役CEO・長浜洋二氏　 先着50人
ＮＰＯ・市民活動よろず相談室①Webや
ちらしで映える写真の撮りかた、編集の
しかた②県職員によるNPO法人設立講
座　 10月①23日㈰②25日㈫各14時
～16時　 ①同センター職員②県県民
生活・文化課NPO法人班職員　 各先着
10人

共通 同センター　 電話またはEメー
ルで同センター☎365－5522、 hai_
saposen@matsudo-sc.comへ

手賀沼流域フォーラム・講演会
10月23日㈰13時30分～16時30分
我孫子市生涯学習センター・アビスタ

（JR我孫子駅下車）　 河川やその流域
を保全する活動の事例紹介　 先着120
人　 同フォーラム実行委員会・八

や

鍬
くわ

☎
090－5217－6699

高齢者を支える訪問型元気応援サービ
スで活躍しませんか
10月24日㈪13時30分～16時　 市
役所議会棟3階特別委員会室　 市が認
定するサービス実施者になるための基本
研修　※受講後、実施団体に属し実務研
修の受講が必要です　 市内在住の人　
先着40人　 電話またはFAXに氏名・
電話番号を記入して、介護制度改革課☎
366－4101、 366－4102へ

全国社会教育研究大会千葉
10月①27日㈭12時から②28日㈮9時
15分から　 ①千葉県文化会館②TKP
ガーデンシティ千葉（京成千葉中央駅下車）
①㈱オリエンタルランド執行委員人事本
部長・金木有一氏の講演他②分科会　
5,000円　 当日会場で　 千葉県教育
庁生涯学習課☎043－223－4072

七五三の甲
か っ

冑
ちゅう

着用体験
11月5日㈯10時～15時　 戸定が丘

歴史公園内松雲亭　 5～7歳　 35人
（抽選）　 1,000円（1,500円追加で保
護者も着用可）　 10月8日㈯〔必着〕ま
でに、往復はがきに住所・氏名・年齢・
電話番号を記入して、〒271－8588松戸
市役所文化観光国際課内　甲冑着用体験
参加希望係へ　 同事務局・知

ち

久
く

☎080
－5438－4039

県民福祉セミナー
11月9日㈬14時15分～15時45分　
千葉県文化会館　 プロフィギュアスケー
ター・鈴木明子氏　 先着500人　 10
月31日㈪までに、申込書をFAXまたはＥ
メールで千葉県社会福祉協議会 043－
244－5201、 info@chibakenshakyo.
com（☎043－245－1102）へ　※申込
書は同協議会ホームページからダウン
ロードまたは市社会福祉協議会で配布

松戸市こども発達セミナー
11月17日㈭10時30分～12時　 ふ
れあい22　 てんかん発作の話他　 国
立精神・神経医療研究センター病院外来
部長・中川栄二氏　 先着150人　 11
月11日㈮までに、こども発達センターで配
布または市ホームページからダウンロード
した申し込み用紙を郵送、FAXまたは直接
〒270－2218松戸市五香西3の7の1ふれ
あい22内　こども発達センター 710－
0324（☎383－8111）へ

会議

松戸市空家等対策協議会
10月5日㈬13時30分から（予定）　
市役所新館7階大会議室　傍聴定員先着
10人（13時～13時15分の間受け付け）　
住宅政策課空家活用推進室☎366－

7366

教育委員会会議
10月6日㈭15時から　 京葉ガスＦ松
戸ビル５階会議室（傍聴は14時30分から
受け付け）　 教育企画課☎366－7455

松戸市自転車等駐車対策協議会
10月12日㈬10時から　 市役所新館
7階大会議室　傍聴定員先着10人(9時30
分～10時の間受け付け)　 交通政策課
☎366－7439

要申込
「講座サポーター」を募集
　市民大学・成人講座では、受講
希望者の中から、講座開始30分前
に集合して会場設営や受付等の講
座補助をお願いする「講座サポー
ター」を募集します（定員2人）。希
望する方は、応募の際に「講座サポー
ター希望」と記入してください。

の講座 
申込フォーム
（利用方法は
お問い合わせ
ください）

申各申込締切日までに、電子申請サービスまたはEメールで件名「利き酒」または「哲
学」、本文に住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢・昼間連絡可能な電話番号を記入して、
mckozas@city.matsudo.chiba.jpへ　※詳細を送るため左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。

教室名 日時 会場 内容 講師 対象 定員（抽選） 費用 申込締切日
利き酒体験―日本酒
入門（違いを味わう）
講座

11/12㈯
15：00～17：00 文化ホール

日本酒の奥深さに触れ日本
酒の知識を深める

豊友会（日本酒を
味わう会）

20歳～おおむね45
歳の人（市内在住・在
学・在勤の人優先）

２０人 2,000
円 10/31㈪

哲学CAFÉ in松戸
第2弾　カフェでゆっ
たり考えるを味わう

11/20㈰
15:00～17:00

café ＆ bar LOVE 
RING（松戸駅下車）

自由な発想でテーマを決め、
みんなで聞いて・話して・考え
る。思索の道への第一歩

カフェフィロ関東副
代表・寺田俊郎氏

高校生～おおむね35
歳の人（市内在住・在
学・在勤の人優先）

１2人 飲食代
実費 11/  7㈪

電子申請
サービス

青年講座青年講座
福留強氏 三ツ木清隆氏

要申込
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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

在宅医療・介護連携推進事業講演会「最
期まで自分らしく生きる」
10月11日㈫14時～15時30分　 勤
労会館　 在宅医療と介護サービスにつ
いて　 三和病院顧問・高林克日己氏、居
宅介護やさしい手参与・岡島潤子氏　 先
着100人　 当日会場で　 介護制度改
革課☎366－4101

朗読をきくかい
10月12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

東葛飾地方中学校駅伝競走大会
　東葛飾地方の中学校71校各10人が、
松戸市民劇場～野田市総合公園陸上競技
場の10区31.9kmを走ります。市内は下記
の時間、3区間を走るのでご声援お願いしま
す　 10月15日㈯〔荒天の場合16日㈰〕
市内コース1区＝市民劇場前～江戸川沿い
市道～上葛飾橋下～旧古ケ崎南小通り～
県道松戸野田線～栄町一丁目～日立製作
所、2区＝日立製作所～馬橋立体入口交差
点～ダイエー新松戸店～小金中学校入口
（ゆりのき通り）、3区＝小金中学校入口～
大谷口陸橋～松本清記念館～広徳寺～小
金北中学校正門　※選手通過時は交通規
制があります　交通規制時間 9時40分～
10時50分（選手通過後は規制解除）　
保健体育課体育班☎366－7459

シニア世代向け再雇用促進セミナー
10月15日㈯10時～12時30分　 勤
労会館　 職務経歴書作成のポイント等
2級キャリアコンサルティング技能士・菊
地克幸氏　 おおむね55歳～65歳の人
先着30人　 電話で商工振興課☎711

－6377へ

シティー・ミニコンサート～フランスから
見たスペイン、日本から見たアメリカ～
10月19日㈬12時15分～12時45分

（開場11時30分）　 市役所市議会議
場　曲目オペラ「カルメン」よりハバネラ（ビ
ゼー）他　演奏者梶

かじ

沼
ぬま

美和子(ソプラノ)・冨
とみ

沢
ざわ

裕
ゆう

貴
き

(ピアノ)　 先着150人　 生涯
学習推進課☎367－7810（演目）、市議会
事務局☎366－7381（会場）

省エネ講座「不要な傘でエコバッ
グ」
10月21日㈮13時～17時　 市民会館
先着15人　 裁縫セット、傘布を骨か

ら外してほどきアイロンをかけたもの　
500円　 電話で環境政策課☎366－
7089へ

社会生活基本調査を実施します
　国民の生活時間
の使い方やさまざま
な活動状況を調べ、
暮らしや社会のた
めの基礎資料としま
す。10月上旬～中旬
に調査員が調査をお願いする世帯に伺い
ますので、ご回答をお願いします  千葉
県統計課人口室☎043－223－2223

特別養護老人ホーム「プレミア東松戸」が
平成29年3月１日㈬に開設します
所在地紙敷297の2　 原則要介護3～5
認定を受け在宅での介護が困難な人等　
100人　併設ショートステイ　 （サービ
ス内容、入所申込について）プレミア東松
戸開設準備室☎709－3770（平日9時～
17時30分）、（介護保険制度について）介
護保険課☎366－7370

個別的労使紛争のあっせん
　個々の労働者と使用者の間で生じた労
働関係のトラブルについて、労働委員会
の委員が間に入って円満な解決を目指し
ます。労働者、使用者どちらからでも申請
できます　 千葉県労働委員会事務局☎
043－223－3735

矢切老人福祉センターの風呂は、ボイ
ラー整備点検のため10月17日㈪～11月
4日㈮の間休業します
同センター☎368－1508

赤い羽根共同募金にご協力ください
　松戸市の平成27年度募金実績は、
27,402,092円で、県共同募金会を通じて
社会福祉協議会、社会福祉施設・団体等に
配分されました　※10月2日㈰に松戸まつ
り会場で街頭募金を行います。当日に募金
をした人には初音ミククリアファイル・妖怪
ウォッチステッカーをプレゼントします　
千葉県共同募金会松戸市支会（地域福祉
課）☎366－3019

2017年版県民手帳を販売中
サイズ縦14.5㎝×横8.5㎝　価格500円
（税込み。別途振り込み手数料・送料）　
千葉県統計協会☎043－223－2217

市が防犯灯電気料金を一括前払いします
　10月請求分から市が電力会社へ直接、
前払いをします（移行できない契約等を除
く）。これにより、電気料金の削減や町会・
自治会の事務負担を軽減します　 市民
自治課☎366－7318

宝くじ助成金で掲示板を購入
　（一財）自治総合センターは、常盤平団地
自治会に対し自治会の掲示板の購入費用
を助成しました。同助成事業は宝くじの受
託事業収入を財源に、コミュニティ活動へ

自衛隊飛行訓練のお知らせ
　自衛隊朝霞訓練場（埼玉県朝霞市・新座
市）で行われる記念行事に伴い、航空機等
が訓練・予行のため松戸市上空を飛行しま
す　期間10月上旬～23日㈰　 陸上自
衛隊東部方面総監部総務部地域連絡調整
課☎048－460－1711

講座・講演・催し

小中学生観光絵画展
①10月1日㈯・2日㈰各10時～17時（2
日は16時まで）（全入選作を展示）②10月
17日㈪～21日㈮8時30分～17時（市長
賞・観光協会会長賞を展示）　 ①文化
ホール②市役所1階連絡通路　 文化観
光国際課☎366－7327

シニアワークプログラム地域事業「シニ
ア向け技能講習」
講習期間10月～平成29年3月　 日建学
院新松戸校（新松戸駅下車）　 マンショ
ン管理養成、福祉住環境、保育サービス　
ハローワークに求職登録している55歳
以上の人　 同校シニアワーク担当・西山
☎348－6111

庭から見よう戸定邸
　これから2年間を予定している復元工事
期間中も庭園の公開を実施しますが、公開
を停止する時期が発生する場合がありま
す　公開日10月5日㈬・10日㈷・15日㈯・
20日㈭・25日㈫・30日㈰　 戸定歴史館
☎362－2050

うたのおもちゃばこ
10月6日㈭11時～11時30分　 ふれ
あい22　出演日

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

新規大卒者等合同企業就職面接会～地
元企業の魅力発見
10月6日㈭13時～16時　 松戸商工
会議所5階（松戸駅下車）　 松戸および
近隣市の企業が参加　 平成29年3月
に大学等卒業予定者および既卒者　 ハ
ローワーク松戸☎367－8609（48＃）

One day trip 緑豊かな紙敷地区を楽し
む―松戸再発見の旅
10月7日㈮10時30分北総線松飛台駅
改札前集合、16時30分頃東松戸駅解散
カステラ工場見学、茅

かや

葺
ぶき

屋根の旧斎藤邸
にて竹紙制作体験と昼食、昭和の杜

もり

博物
館見学　※歩きやすい靴で　 先着20人
会員1,800円、非会員2,000円（昼食付

き。交通費実費）　 電話で（公財）松戸市
国際交流協会☎366－7310へ

防火・防災フェスティバル
10月8日㈯10時～15時　 千葉県西
部防災センター　 高度救助隊工作車・支
援車展示、消防車・はしご車体験、こどもレ
スキュー隊体験、防災体験、消防音楽隊演
奏、野菜直売　※チーバくんも登場　 同
センター☎331－5511

小金原老人福祉センタークラブ展覧会・
瑞墨会書道展
10月9日㈰・10日㈷各9時～17時（10日
は16時30分まで）　 同センター　 同
センター☎344－8270

チャリティー銭湯1010
10月10日㈷16時～23時　 市内５か所
の公衆浴場（銭湯）　 中学生以上200円、
小学生50円、未就学児無料　※収益は市
の福祉事業に寄付します　 松戸市公衆
浴場組合（平和湯ランド内）☎387－2044

の助成を通じて地域の健全な発展を図る
ものです　※詳細はお問い合わせくださ
い　 市民自治課自治振興町名整備班☎
366－7318

リハビリテーション専門職の非常勤職員
を募集
勤務期間平成29年3月31日まで　勤務時間
平日週1～4日（応相談）9時～17時（うち
休憩45分）　勤務内容ケアマネジャーと
の同行訪問による虚弱高齢者のアセスメ
ント支援等　 理学療法士または作業療
法士の資格を持つ人　募集人数若干名　
時給1,450円（別途交通費支給）　 電話
で介護制度改革課☎366－4101へ

まつどファミリー・サポート・センター提
供会員を募集
①育児支援提供会員基礎研修会 10月
25日㈫・26日㈬各9時30分～16時30分
ゆうまつど　②出産直後支援事業提供
会員研修会 11月4日㈮・11日㈮各9時
30分～16時30分　 ゆうまつど他　
①の研修を受講済みの人
共通 先着40人　 電話で同センター☎
330－2941へ

養育支援訪問事業支援員を募集
　養育に関する指導や助言などの相談支
援を行う支援員を募集します。希望者は研
修への参加が必要です　研修日10月20
日㈭9時30分～16時30分・21日㈮9時
30分～12時30分　 ゆうまつど　 妊
産婦および新生児の特徴と支援方法、保
育演習等　 保健師・看護師・保育士・幼
稚園教諭・小学校教員免許等の有資格者
電話でまつどファミリー・サポート・セン

ター☎330－2941へ

文化ホールの使用受け付け
10月12日㈬10時30分から　 文化

ホール　 平成29年1月～3月分　 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

平成28年度後期ビジネス・キャリア検定
試験
平成29年2月19日㈰　受付期間10

月3日㈪～12月19日㈪　等級2級・3級・
BASIC級　試験分野人事・人材開発・労
務管理、経理・財務管理他　受験料2級
6,990円、3級5,660円、BASIC級3,000
円　 千葉県職業能力開発協会総務企画
課☎043－296－1150

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　 10月14日㈮10時～10時30分〔雨
天中止〕　 太郎公園(樋野口798の1)
先着100人　 市民安全課☎366－

7285

市内全域で「一斉公開建築パトロール」を
実施
　10月15日㈯～21日㈮は違反建築防止
週間です。違反建築をなくし、住みよい街
づくりにご協力ください　 建築指導課
指導班☎366－7368

平成28年度後期技能検定
職種建築大工、配管など48職種64作業
試験日程12月1日㈭～平成29年2月12日
㈰の間の指定する日　合格発表日平成29
年3月10日㈮　 10月3日㈪～14日㈮の
間に、申請書を千葉県職業能力開発協会
技能検定課（☎043－296－1150）へ
※詳細はお問い合わせを

お知らせ

家庭ごみ訪問収集事業を
ご利用ください

　ごみ集積所に家庭ごみを捨てるこ
とが難しい世帯に対し、戸別に訪問し
て家庭ごみを収集する事業を行って
います　対象下記①～③で構成され
た世帯で同居人やヘルパー等の他の
人の協力を得られない世帯（①65歳
以上で介護保険の要介護4・5の人②
障害者手帳1級および2級を持つ肢
体不自由または視覚障がいのある人
③市長が特に必要と認める人）
環境業務課指導係☎366－7333

講演会とワークショップ
地域づくりデビューのコツ

～参加の仕方、
参加の受け入れ方～

10月7日㈮18時～
20時30分　会場ゆ
うまつど　講師つく
ば市民大学代表幹
事・徳田太郎氏　定
員先着60人
当日会場で
市民自治課
　☎366－7062

徳田太郎氏

089へ
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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

花壇のボランティア活動を始めませんか
　市では、公共の場所で花壇活動を行っている団体に対し、花苗の配布
や技術指導などの支援を行っています。みなさんの地域にも草花の癒や
し空間をつくってみませんか？

　天井裏等に入られると、糞
ふ ん

尿や騒音等による生活被害を受ける可能性が
あります。生活被害を受けないために、今から家庭で対策をしましょう。
対策①外壁等を点検し、侵入できそうな穴を塞

ふ さ

ぐ（直径5㎝あれば侵入
10月30日㈰午前中の1時間程度〔小雨決行〕
清掃範囲町会（自治会）ごとにお住まいの地域
の公園や道路などの公共スペース　清掃方法
散乱したごみを「燃やせるごみ」「プラスチッ
ク等のごみ」「ビン・缶・金属類等の資源ごみ」

「落葉・草・小枝」の4種類に分別して収集　
※落葉・草・小枝は燃やせるごみに混ぜない
でください。 ※家庭内のごみ（テレビ・冷蔵
庫等の電化製品含む）は出さないでください。

会期
前期10月  8日㈯～11月13日㈰
後期11月15日㈫～12月23日㈷

昨年度受講生・長瀬円さん（樹
じ ゅ

燦
さ ん

々
さ ん

の会）の話「受講後の今は、
森でできたての空気を吸い、ウ
グイスの鳴き声を聞きながらノ
コギリを片手に保全活動をして
います。楽しい時間であると同
時に森はずっと守りたいという
想いになりますね」

　松戸の貴重な森を後世に残すため、守り育てることを目的とした講座です。緑
を大切に思う仲間と森の保全活動をしてみませんか。
時間10時～15時（10月19日㈬は9時45分から）　対象市内在住・在勤の人　
定員20人程度　　費用3,000円（保険料・教材費含む）

10月11日㈫〔必着〕までに、はがきまたはEメールに住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号（FAX番号）を記入して、〒271－8588松戸市役所　みどりと花
の課 mcmidori@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7378）へ

　最後の将軍を務めた徳川慶
喜は、明治維新に際して一時
朝廷の敵となり死罪を宣告され
ま し た。 そ れ か ら34年 後 の
1902年6月3日、一転して国
家への偉大な勲功が認められ、
慶喜は最高の爵位を得ました。
明治維新の総決算として誕生
した家が、徳川慶喜家であっ

みどりの保全に取り組んでいます
　市では、一定の基準を満たした樹林・樹木を保全樹
林地区・保護樹木等として指定し、所有者に対して支
援および助成をすることで、緑の保全に努めています。
また、みなさんの近くにある巨樹・古木の情報も受け
付けています。

10月は都市緑化月間

侵入を防ごう！ハクビシンにご用心 地域の力で町をきれいに

里やまボランティア
入門講座〔全5回〕

公
こ う

爵
しゃく

家の内実に迫る戸定歴史館企画展

「公爵 徳川慶喜家」
みどりと花の課☎366－7378

環境政策課☎366－7089

環境業務課指導係☎366－7333

戸定歴史館☎362－2050

大勝院のイチョウ

写真左：初代 徳川慶喜公、右上：2代 慶久公、
右下：3代 慶光公

日程 会場 内容 講師・協力
10/19㈬ 矢切公民館 里やまボランティアって何だろう？

～皆で考えよう！松戸のみどり～
森林インストラクター・
栗田吉治氏

10/26㈬ 21世紀の森と広場パークセンター 都市の緑はなぜ必要か？松戸の里や
ま活動の万華鏡

千葉大学大学院園芸学研
究科准教授・柳井重人氏

11/  2㈬ 囲いやまの森（新京成常盤平駅下車）・八ケ崎の
森（松戸東警察署近く）・アウトドアセンター

都市の樹林が抱える課題、グループ
ワーク

囲いやま森の会、
一起の会

11/  9㈬ 野うさぎの森（東松戸駅下車） 森の作業、お楽しみ体験 樹
じ ゅ

人
に ん

の会
11/16㈬ 21世紀の森と広場パークセンター まとめと交流、グループワーク 松戸ふるさと森の会、

松戸里やま応援団

要申込

グリーンハイツ牧の原住宅管理組
合みどり会エコクラブの皆さん
「平成22年から、季節に応じて、
種から丹精こめて育てた草花を花
壇に植えています。約15人で楽
しく活動しています」

たと捉えることもできます。
　同家は2代慶久、3代慶光と受け継がれた後、華族制度の廃止とともに公
爵家の歴史に幕を閉じました。本展では、4代目当主・德川慶

よ し

朝
と も

氏所蔵資料、
同家より古

ふ る

澤
さ わ

秀
ひ で

彌
や

氏（徳川慶喜家4代家令）に譲られた資料などにより、
同家の成立から終

しゅう

焉
え ん

までの足跡をたどります。
開館時間9時30分～17時（入館は16時30分まで)　休館日月曜日（祝日
の場合は開館し、翌日休館）  入館料一般240円（共通入館料）等

します）②屋根に登れそうな木の枝
を剪

せ ん

定
て い

・除去する③食べ物、特に甘
い物は放置しない④家庭菜園ででき
た野菜や果物は早めに収穫する

ハクビシンの特徴

秋の市民ぐるみでクリーンデー

潤いある緑豊かなまちへ

全長約1m（尾を含む）　体重約2～4㎏　特徴①額から鼻先までの白い線
②長い尾っぽ③木登りが得意で電線も歩けるほど身軽

顔に白いライン 長い尾っぽ

　市長と町会・自治会長等の皆さんが懇
談する地区意見交換会は、どなたでも傍
聴することができます。申込者多数の場
合、会場の都合によりお断りすることが
あります。

電話で各支所または市民自治課自治振
興町名整備班☎ 366－7318 へ

地区意見
交換会を開催
します 要申込

地区名  日程（時間 14:00 ～ 16:00　
※のみ 15:00 ～ 17:00） 会場 傍聴申込先 申込期限

常盤平団地 10/  6 ㈭ 常盤平市民センター 常盤平支所☎ 387－2131 10/  3 ㈪
五香松飛台 　　　 　10/12 ㈬　※ 五香市民センター 六実支所☎ 385－0113 10/  6 ㈭
新松戸 10/13 ㈭ 新松戸未来館 新松戸支所☎ 343－5111 10/  6 ㈭
小金 10/19 ㈬ 小金市民センター 小金支所☎ 341－5101 10/13 ㈭
馬橋 10/20 ㈭ 馬橋東市民センター 馬橋支所☎ 345－2131 10/13 ㈭
馬橋西 10/25 ㈫ 馬橋市民センター 新松戸支所☎ 343－5111 10/20 ㈭
矢切 10/26 ㈬ 二十世紀が丘市民センター 矢切支所☎ 362－3181 10/20 ㈭
常盤平 10/27 ㈭ 常盤平市民センター 常盤平支所☎ 387－2131 10/20 ㈭
本庁 11/  1 ㈫ 市役所本館 2 階大会議室 市民自治課☎ 366－7318 10/27 ㈭
六実六高台 11/  2 ㈬ 六実市民センター 六実支所☎ 385－0113 10/27 ㈭
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教室
名

英語で体験！オーストラリアンフッ
トボール〔全2回〕

オーストラリアの伝統楽器を作って
体験してみよう

日時 10/22㈯・29㈯各10：00～12：00
10/23㈰13：00～14：30または
15：00～16：30
※1回目・2回目は同じ内容。

会場 柿ノ木台公園体育館 青少年会館

内容
外国人選手による英語での講座。英
語が話せなくても大丈夫！英語と
NEWスポーツを体験しよう！

ディジュリドゥと呼ばれるオーストラリア先住民の
楽器の絵付けと、吹き方の講習を受けます

講師 オーストラリアンフットボール協会 JADA（日本ディジュリドゥ協会）・鈴木エージ氏
対象 小・中学生 小学4年～中学生
定員 30人（抽選） 各15人（抽選）
費用 無料 500円

　今年は、姉妹都市提携45周年と両市にとって記念の年です。
この機会にホワイトホース市のある“オーストラリア”を満喫してみませんか。

つながる！ひろがる！
もっと知りたいオーストラリア

松戸市・ホワイトホース市姉妹都市提携45周年記念

オーストラリアの魅力と姉妹都市45年の歴史 　オーストラリアのワイン産業を学ぶ～オージーワインセミナー

オーストラリアの食文化を探る！オージー BBQ体験

会場博物館講堂
◦基調講演「姉妹都市提携45周年を迎えて」
講師（公財）松戸市国際交流協会理事長・飯沼誠
◦実践報告「松戸市とホワイトホース市をつなぐ仕事
を経験して」
講師松戸市国際交流員スコット・エリン（オーストラ
リア出身）
※オーストラリアの文化紹介ＤＶＤ上映（アボリジニ
の伝統楽器等）と博物館見学もあります。
定員先着30人　費用無料

会場松戸商工会議所　内容ワイン産業のお話とテイスティング　講師サッポロビール
㈱ワインアドバイザー・田村祐介氏　対象20歳以上の人　定員先着35人　費用国際交
流協会会員1,500円、非会員2,000円

会場千葉大学園芸学部　内容オーストラリア式バーベキューの解説と試食
協力クラブオーストラリア　定員先着25人　費用2,500円

日程 内容 講師
1 10/22㈯ オーストラリア、どんな国？ シニア大樂講師・足立千秋氏
2 10/29㈯ 多文化社会オーストラリア 青山学院大学教授・飯笹佐代子氏
3 11/  5㈯ オーストラリア文化にみる日本人像 明星大学教授・加藤めぐみ氏
4 11/12㈯ オーストラリアの歴史 獨協大学教授・永野隆行氏
5 11/19㈯ 日本とオーストラリアのこれから オーストラリア大使館職員

対象市内在住・在学の人
10月5日㈬〔必着〕までに、電子申請サービ

スか、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（☎344－8556）へ　
※はがき・往復はがきは、１教
室につき１枚必要。

リニューアルした国際交流ホームページをご覧ください！
　市ホームページ内の「インターナショナル・ポータル」は、国際交流窓口とな
る完全バイリンガルのウェブページで、英語と日本語の両方で市民と観光客
向けの幅広い情報を提供しています。地域イベント、姉妹都市・ホワイトホー
ス市や、ドミニカ共和国との新しい関係など情報満載です！

文化観光国際課☎366－7327

Visit Matsudo City’s new international webpage!
The ‘Matsudo City International Portal’ is a bilingual webpage 
within the City’s official website, providing extensive information 
in English and Japanese for both residents and visitors. Scroll 
down and follow the links to learn about upcoming local events, 
our Australian sister city Whitehorse, our new relationship with 
the Dominican Republic, and more!

申込フォーム
（利用方法はお問い

合わせください）

ペーパーディジュ

　松戸市とオーストラリアのホワイトホース市（旧ボックスヒル市）とのつながりは、1958（昭和33）年に、松戸市立第五中学校の女子生徒がオースト
ラリア大使館へ「ユーカリの種をください」と手紙を出したことからはじまります。こころよく応じたオーストラリア大使は、その後1960（昭和35）年
に、成長したユーカリの視察で同校を訪問しています。
　時は流れて、松戸市は1971（昭和46）年5月12日に、緑豊かで住みやすく美しいまち、旧ボックスヒル市と姉妹都市を提携しました。

電話で（公財）松戸市国際交流協会☎366－7310へオーストラリアセミナー 要申込

成人講座「探求！オーストラリア」〔全5回〕要申込

秋の青少年教室

10月15日㈯13時30分～16時 10月21日㈮18時30分～20時30分

11月19日㈯10時30分～14時

知ろう！学ぼう！
オーストラリア

図書館に本を展示

会場図書館本館1階・2階
内容オーストラリアに関する

リストの配布他

図書館☎365－5115
10月1日㈯～30日㈰

電子申請サービス

「講座サポーター」
を募集

　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。
　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。

要申込

　 http://www.city.matsudo.chiba.jp/profile/InternationalPortal/index.html

インターナショ
ナル・ポータル

時間10時30分～12時30分　会場文化ホール　定員40人（抽選）
10月10日㈷〔必着〕までに、往復はがきまたは申込フォームに講座名・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・

生年月日・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
（☎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10月11日㈫から電話で受け付け。　※駐車場・駐輪場はありません。電車・バス等公共交通機関をご利用ください。



松戸市立病院健康セミナー
女性が生き生きと過ごすために 要申込
　女性と男性では、病気の成り立ちや治療アプロー
チが大きく異なる場合があります。男女の体の違
いを理解し生き生きと過ごすためのヒントをお話
しします。男性もぜひご参加ください。
日時10月22日㈯14時～15時30分　会場市民劇
場　講師市立病院女性特別外来医師・天野惠子
定員先着300人　費用無料　※一時保育あり（要
予約、先着8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。
電話またはFAX、申し込みフォー

ムに氏名・電話番号を記入して、市
立病院地域連携課☎709－4052、
363－1489へ

松戸認知症コーディネーターフォロー
アップ研修 要申込
10月20日㈭18時30分～20時30分　会場衛生会
館　定員先着150人　費用無料
旭神経内科リハビリテーション病院・田崎☎

330－6515へ

健康教室「糖尿病」要申込
①10月6日㈭②17日㈪各14時30分から　会場市
立病院2号館5階会議室　内容①糖尿病は万病のも
と、動脈硬化の話②糖尿病と薬　講師同病院①医
師②薬剤師　対象糖尿病患者・家族・糖尿病に関

心のある人　定員各先着30人　費用無料
電話で同病院健康管理室栄養担当☎363－

2171(内線1008)へ

認知症サポーター養成講座「認知症の
方を地域で支えよう」　要申込
10月29日㈯10時～11時30分　会場旭神経内科リ
ハビリテーション病院　講師小金原高齢者いきい
き安心センター職員　対象中学生以上の人（小金
原地区在住・在勤の人優先）　定員先着30人　費
用無料
10月21日㈮までに、電話で同センター☎383－

3111へ

健康のための講演会 要申込
10月22日㈯13時30分から　会場明市民センター
内容①血圧の上がらない生活とは②はじめましょ
う心の健康づくり　講師①市立病院内科健康管理
室長・田代淳②中央保健福祉センター保健師　定
員先着100人　費用無料　※まつど健康マイレー
ジ5マイル対象。
電話またはFAXに氏名・参加人数・町会名・電

話番号を記入して、明第2東地区社会福祉協議会☎
360－2122へ

知っておきたい抗がん剤治療～がん専
門病院から発信する最新の話題と副作
用対策～
10月15日㈯13時～15時　会場国立がん研究セン
ター東病院内先端医療開発センター（TX柏の葉キャ
ンパス駅下車）　内容最新のトピックス、抗がん剤
副作用対策、食事の工夫等、がんの専門職がわか

りやすくお話しします　費用無料
同センター事務局04－7133－1111

「目の愛護デー」電話無料相談
　千葉県眼科医会会員が目の健康についての相談
にお答えします。
日時10月10日㈷9時～16時　相談電話番号☎043
－242－4271（当日のみ）
同事務局☎0436－26－5567

食生活講座「ヘルスアップ教室～メタ
ボ予防コース～」要申込

  

時間10時～12時30分　内容運動 楽しく動いてス
リムアップしよう、栄養 マツド食堂でバランス食
を学ぼう　対象市内在住の20～50代の本講座を
初めて受講する人で、2日間参加できる人　定員各
会場先着30人　持ち物運動 運動できる服装・運動
ぐつ・バスタオル・飲みもの、栄養 エプロン・三
角巾・布巾2枚　共通タオル・筆記用具　費用無
料　※一時保育あり（2歳以上、要予約） 。 ※まつ
ど健康マイレージ5マイル対象。　 
10月3日㈪9時から開始日1週間前までに、電話

で各保健福祉センターへ

申し込み
フォーム

●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）

10/18㈫11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・システム（野菊野保育園内)
10/21㈮10:30～11:00 ＣＭＳ子育て支援センター（六高台保育園内）
10/26㈬10:30～11:00 Ｅ－子どもの森　ほっとるーむ新松戸
10/27㈭10:30～11:00 矢切公民館
10/28㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
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

●親子絵本講座
10月14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

●小学校での読み聞かせ講座
10月13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

●児童文学講座「かぞくと楽しむ絵本と紙芝居」要申込
11月1日㈫10時30分～12時30分　会場市民劇場　講師絵本作家・長野ヒデ
子氏　定員先着300人　費用無料　※一時保育あり〔10月18日㈫までに電話
で要申込（定員5人、1歳6カ月以上、おやつ代200円）〕
電話で子ども読書推進センター☎331－0077へ

●市民センターおはなし会

●小さい子のためのおはなし会
10月6日㈭・7日㈮･13日㈭･18日㈫･21日㈮･25日㈫・27㈭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

日程 会場
10/14㈮ 明市民センター
10/18㈫ 小金原市民センター
10/19㈬ 常盤平市民センター
10/21㈮ 五香市民センター

日程 会場
10/25㈫ 小金市民センター
10/27㈭ 和名ケ谷スポーツセンター

10/28㈮ 馬橋市民センター
(1階コミュニティ会議室)

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

日程
(2日間1コース） 会場

10/20㈭運動
      27㈭栄養

小金保健福祉センター
☎346－5601

10/25㈫運動
11/  8㈫栄養

常盤平保健福祉センター
☎384－1333

11/15㈫運動
      22㈫栄養

中央保健福祉センター
☎366－7489

対象おおむね5カ月～1歳6カ月未満の赤ちゃんと保護者　定員各25組
持ち物母子手帳、エコー写真（お持ちの場合）、おもちゃ、おむつなど
10月7日㈮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・各おやこDE広場・子育て支援センター等で配布する応募申込書
をFAXまたはEメールで子どもわかもの課 366－7473、 mckowaka
@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7464）へ

高校生が命の大切さを学び、将来親になるための準備をする 高校生と赤ちゃんのふれあい体験参加親子を募集高校生と赤ちゃんのふれあい体験参加親子を募集 要申込

日時 会場 内容

10/21㈮
10:50～11:40

県立松戸
六実高校

赤ちゃんとのふれ
あい（抱っこやふ
れあい遊び等）、
高校生からお母さ
んへ質問タイム

10/24㈪
10:45～11:35

市立松戸
高校

　普段赤ちゃんと接する機会のない高校生たちに、命の大切さを学ぶ貴重な時間を提供していただける親子を募集しま
す。お子さんにとってもいろいろな人と触れ合う体験になります。ぜひご参加ください。

10月29日㈯11時30分～12時30分　会場野菊野保育園　対象2歳以上の子と
保護者　定員先着150組（子どもの複数参加可）　費用無料
電話で野菊野保育園☎365－8385（平日のみ）へ

時間

10月16日㈰9時30分～15時30分　会場野菊野こども館　内容
「はたらく、あそぶ、たべる、かう」を体験　対象①平成29年
度就学の子と保護者②小学生　定員先着①50組②200人　費用
①子200円、保護者100円②200円
10月2日㈰10時～15時の間に直接同館（☎331－1144）へ

あつまれ！ ここ ももどど の国国
野菊野保育園子育てセミナー

テレビで
おなじみの
デジタル芸人

デジタルショー
アキラボーイアキラボーイの

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

●広報まつど　2016年（平成 28年）10月 1日



                                高齢者インフルエンザ予防接種

年齢や障がいの有無にかかわらず楽しみながら交流を深め合う場「ふれあい広場」が市内
各地で開催されます。演奏・演芸ステージや各種販売、遊びコーナーでお楽しみください。

ふれあい広場に遊びに来ませんか

　市が委託する下記の市内の医療機関で予防接種を受けることができます。予
診票は医療機関にあります。
接種期間10月～平成29年1月15日㈰（開始日は医療機関によって異なります）
※県内の他市町村の医療機関（県内定期予防接種相互乗り入れ事業）で接種す
る場合は、12月31日㈯まで。　対象市内に住民登録があり、次の条件に該当す
る人①接種当日、満65歳以上（接種は満65歳の誕生日以降）②接種当日、満

60歳以上65歳未満の人で、心臓・じん臓・呼吸器の機能の障害、またはヒト
免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害があり、この４つのいずれかで１級の
身体障害者手帳を持っている人　持ち物健康保険証　費用1,000円（２回目は
全額自己負担）　※生活保護受給世帯の人は費用免除（生活保護受給証の提示が
必要）。　※市外で接種を希望する人は、お問い合わせください。

楽しい催しがいっぱい

健康推進課予防衛生班☎366－7484

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 11/  1㈫
② Word基礎〔全2回〕 11/  2㈬・  9㈬
③ Excel基礎〔全2回〕 11/  3㈷・10㈭
④ Windows10の操作 11/16㈬
⑤ タブレット入門 11/  8㈫
⑥ タブレット実用 11/15㈫
⑦ スマートフォン 11/22㈫
⑧ ブログ 11/17㈭
⑨ インターネット 11/  2㈬
⑩ メールの操作 11/16㈬
⑪ 年賀状 11/19㈯または20㈰
⑫ 個人授業  日程応相談
時間①～⑥⑧13時～16時⑦⑨⑩9時～12時⑪10時～16
時会場シニア交流センター（⑤～⑦は常盤平市民センター）　
対象40歳以上の人　費用②③各6,000円①④～⑫各3,000円
（別途教材費各約500円）
10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

医療機関名 電話番号
松戸地区

松戸タワークリニック内科・
眼科・小児科 331－0143

進藤整形外科 363－2110
由井皮膚科泌尿器科医院 365－0306
立原医院 331－1811
森田医院 362－3136
まつど内科 308－6121
ほっち医院 362－2531
上野整形外科 308－3338
橋本内科クリニック 368－1131
栗原医院 362－3105
新東京クリニック 366－7000
平野医院 362－2322
本町クリニック循環器内科・
内科 312－4113

丹野内科・循環器科 308－2830
たけだメンタルクリニック 330－2006
慶仁会医院 367－1311
そが内科クリニック 308－6677
東葛クリニックみらい 366－6150

明第１・第２地区
東葛クリニック病院 364－5121
冨田耳鼻咽喉科医院 367－4665
西川内科医院 368－0081
とちき内科循環器科 308－6666
早川整形外科クリニック 308－6555
小松内科神経内科 308－7100
上本郷レディース整形外科 308－6600
松戸呼吸器内科クリニック 363－1572
島村トータル･ケア･クリニック 308－5546
総合クリニックドクターラン
ド松戸 369－3333

田代外科医院 364－9976
市川皮フ科 360－0204
稔台斎藤クリニック 330－2300
大須整形外科医院 366－1480
西村内科循環器科 369－1011
内田耳鼻咽喉科医院 366－3933
奥隅医院 362－1825
石島医院 367－2131
岡産婦人科稔台クリニック 364－2071
稔台整形外科クリニック 366－1585

医療機関名 電話番号
クリニックソワニエ 308－3008
丸山内科医院 361－7900
竹下医院 363－6286
青木内科 364－1681
高田外科胃腸内科 362－8237
柳澤医院 364－1300
内藤医院 368－0345
日本大学松戸歯学部付属病院 360－9526
高木クリニック 364－0979

小金地区
斉藤内科・心療内科クリニック 346－6655
大久保医院 342－1076
山本病院 341－3191
内科・小児科岡田医院 341－0816
工藤医院 342－3207
伊藤医院 341－1368
タカハシクリニック 394－2211
檜山外科胃腸科医院 341－3281

小金原地区
いらはら診療所 347－2231
ながと内科･皮膚科クリニック 309－7011
きのわきクリニック 309－5515
湯原産婦人科医院 341－6185
小金原診療所 341－1131
北原整形外科 343－1016
山口内科クリニック 340－5888
髙江医院 341－3286
旭神経内科リハビリテーショ
ン病院 385－5566

新松戸地区
新松戸中央総合病院 345－1111
こばやし耳鼻咽喉科 374－6066
新松戸ハートクリニック 374－4810
とくいずみ医院 345－6000
けやきトータルクリニック 309－2299
桐友クリニック新松戸 703－7222
平岡クリニック 701－5555
新松戸診療所 343－9271
富川循環器科・内科クリニック 340－5558
新松戸加藤耳鼻咽喉科医院 347－6743
染谷医院 330－5151
森内科クリニック 346－1818
熊谷内科 345－3333

医療機関名 電話番号
大谷口医院 341－1125

矢切・東部地区
皆川医院 368－2341
西内科神経内科クリニック 311－4063
さかの整形外科クリニック 362－3722
矢切クリニック 394－8850
三矢小台内科クリニック 362－4383
中澤外科・胃腸科・歯科 362－4867
小関内科医院 391－1473
若林胃腸科クリニック 391－8877
柿の木台クリニック 308－6671
とちの樹メディカルクリニック 330－8227
松戸ニッセイ聖隷クリニック 330－8298
高塚団地診療所 392－6751
松戸市立福祉医療センター東
松戸病院 391－5500

梨香台診療所 312－7301
菅原整形外科 312－7788
東松戸はなぞの眼科 712－0015
よしだ耳鼻咽喉科 330－8733
東松戸クリニック 392－9911
加賀谷正クリニック 312－7707
阿部クリニック 391－1800
小板橋病院 392－4555
さくらクリニック・松戸 312－7600
一条会クリニック 372－5111
秋山ハートクリニック 330－9911

馬橋地区
脇坂内科クリニック 700－5572
恩田メディカルクリニック 341－1265
島田医院 341－1110
わざクリニック 309－1177
馬橋クリニック 703－7215
ゆりのきクリニック 340－0231
市場医院 342－1069
兒玉医院 345－6971
古池外科胃腸科医院 342－1062
八ケ崎山下クリニック 702－7858
津田内科クリニック 312－1971
松戸神経内科 344－3311

常盤平・八柱地区
門野診療所 384－9639
どうたれ内科診療所 394－0600

医療機関名 電話番号
秋山クリニック 387－5556
常盤平おひさまクリニック 711－7531
若葉ファミリー常盤平駅前内
科クリニック 316－2200

森医院 387－7132
さくら通り内科・大島 394－7955
田所医院 387－5636
常盤平中央病院 387－4121
久保田医院 387－5454
池亀小児科医院 387－7742
花輪医院 388－0707
新八柱整形外科内科 389－8511
八柱皮膚科 311－7177
千葉西総合病院 384－8111
宇野医院 386－4822
三井クリニック 392－1013
八柱三和クリニック 312－8830
うるおい皮ふ科クリニック 391－3237
八柱みどりの整形外科 312－8877
足立中央クリニック 386－0088
清仁会クリニック 385－1234
こすもす内科クリニック 385－8621
宮前クリニック 311－1666
大塚医院 384－2323
後藤医院 384－7471
三和病院 712－0202
岡村胃腸科外科 384－3667
ハートクリニック牧の原 382－6047
牧の原クリニック 389－8311

五香・六実地区
上野内科クリニック 388－2870
せき整形外科クリニック 311－7770
五香病院 311－5550
松戸外科内科クリニック 311－5757
すずき整形外科クリニック 387－1611
米沢医院 387－5550
六高台内科胃腸科クリニック 385－2251
横関医院 387－2027
西村クリニック 311－7711
永田小児科医院 383－1500
奥田整形外科 311－8010
新東京クリニック松飛台 384－3111

内容 日程 会場 問い合わせ

小金地区ふれあい広場 10/30㈰ 小金小学校 小金地区社協
☎343－8690

大根掘りとふれあい広場※ 11/  5㈯ 六和クリーンセンター
・青松園

馬橋西地区社協
☎342－9692

馬橋地区ふれあい広場 11/  6㈰ 第三中学校 馬橋地区社協
☎346－2758

矢切地区ふれあい広場'16
～矢切こどもまつり～ 11/  6㈰ 総合福祉会館 矢切地区社協

☎368－0560

ふれあい広場 11/20㈰ 第四中学校 五香松飛台地区社協
☎386－3411

さわやか広場ときわ平 11/20㈰ 常盤平市民センター 常盤平地区社協
☎387－2723

福祉フェア小金原
ふれあい広場 11/27㈰ 小金原体育館 小金原地区社協

☎348－7115

東部地区ふれあい広場 11/27㈰ 第五中学校 東部地区社協
☎391－6581

※大根掘りのみ問い合わせ先へ要申込（1人2本まで、持ち帰り可）。

まっころん
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●広報まつど　2016年（平成 28年）10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。



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。

　

◆松戸市立病院健康セミナ－「女
性が生き生きと過ごすために」
10/22㈯14:00
同病院地域連携課☎709－

4052
◆秋を彩る歌謡音楽祭
10/25㈫10：10
歌唱クラブ・関☎090－2469

－2617
◆松戸童謡の会　童謡を歌う
（月例会）　★
10/26㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆コンサ－ト・ディアモ－レ・ピ
アノ発表会
10/30㈰12:20
松石ピアノレッスン☎389－

0883

◆新日本フィル　ドラゴンクエ
ストコンサート　交響組曲「ドラ
ゴンクエストⅥ」　幻の大地（す
ぎやまこういち作曲）
11/3㈷14：00
会場大ホール　費用S席5,000円、
A席4,000円（発売中）　※未就
学児入場不可
◆坂本冬美　30周年コンサート
ツアー２０１７
1/2６㈭①14：30　②18：30
会場大ホール　費用SS席7,000
円、S席6,000円、A席5,000円
※森のホール21では、SS席のみ
取り扱い（発売中）　※未就学児
入場不可

◆ビッグバンドコンサ－ト
10/2㈰13：30
松戸スウィングセピア・馬渡

☎361－8496 
◆ジャズ体操フェスティバル
10/9㈰12：15
ジャズ体操フェスティバル・

小田切☎392－6063
◆松戸市戦没者追悼式
10/21㈮14：00
地域福祉課☎366－3019

◆松戸市国際文化祭
10/29㈯13：30
国際交流協会☎366－7310

◆松戸市文化祭（馬橋芸能連
合会）
10/30㈰10：00
馬橋芸能連合会・松澤☎343

－2123

◆「美
み

宙
ゆう

」朗読発表会
10/8㈯13:00
金子☎384－0644

◆ピアノ＆エレクト－ン発表会
10/10㈷13:00
海
かい

津
づ

☎391－7545
◆松戸市文化祭　大正琴ミュ－
ジックコンサ－トin東葛
10/21㈮13:00
大正琴連盟・小島☎388－

4574

◆コンディショニングエクササ
イズ
10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(初心者可)　
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
①10月の毎週水曜日11:00～
12:00②10月の毎週土曜日9:30
～11:00　会場小金原体育館　
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☎341－2242
◆①ピラティス②骨盤ヨガ
①10/3㈪・17㈪・31㈪各13:30
～14:30②10/11㈫・25㈫各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
◆軽スポーツ、グラウンド・ゴ
ルフ教室
10/8㈯9:00～12:00　会場寒
風台小学校　対象小学生以上　
内容カローリング、ペタンク、
バドミントン、ディスコン　
スポーツ推進委員・内田☎364
－8920
◆馬橋地区スポレク　グラウン
ド・ゴルフ大会
10/16㈰9:00～12:00　会場八
ケ崎小学校　内容16ホール、２
ラウンドの個人戦　定員先着
100人　 スポーツ推進委員・
峯田☎341－2978
◆新松戸地区スポレク　グラウ
ンド・ゴルフ教室
10/23㈰9:00～13:00　会場新

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/

松戸西小学校　 スポーツ推
進委員・矢野☎090－3107－
0348
◆ファミリースポーツ教室
10/23㈰9:00～12:00　会場新
松戸西小学校　 スポーツ推進
委員・宮崎☎346－4327

◆グラウンド・ゴルフ教室
10/23㈰9:00～12:00　会場
東漸寺本堂裏広場　※駐車場
は利用できません　 スポー
ツ 推 進 委 員・ 堀 ☎344－
1735

※申し込みは全て当日会場で。

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

15 土 千葉県消防音楽隊フェス
ティバル 13:10 市消防局　消防総務課☎363－1116

16 日 大門コーラスファミリー
合同演奏会　★ 13:30 藤澤☎04－7149－9510

22 土 ケロポンズコンサート　★ 12:00 バンブートゥリー☎045－859－973015:00
29 土 松戸市文化祭　松戸市合唱

祭
12:00 松戸市合唱連盟（加藤）

☎384－607930 日 12:00

小
ホ
ー
ル

1 土 苔山派尺八演奏会 13:30 佐々木☎385－8715

2 日 常盤平学園音楽教室発表会
55周年記念公演

13:00 菊池
☎080－5485－422316:00

7 金 松戸声楽勉強会声楽発表会 13:30 松戸声楽勉強会　五味☎080－3426－7597

14 金 松戸・狂言の夕べ　★ 18:30 Ro－Ｏnチケット☎365－9960

16 日 松戸市文化祭　フラダンス
の集い 13:00

松戸ハワイアンフラ協
会・蜷

にな

川
がわ

☎388－7365
21 金 ビッグバンドよ　永遠に　

★ 19:00 川口音楽事務所☎090－2533－7805

22 土
社会風刺コント集団　ザ・
ニュースペーパー　Live 
2016　★

14:00 Ro－Onチケット
☎365－996018:00

23 日 松戸市文化祭　日本古典舞
踊公演 11:30

松戸日本古典舞踊連盟
（安藤）
☎387－6417

27 木 立川談春独演会2016　★ 18:30
サンライズプロモー
ション東京
☎0570－00－3337

30 日 シャンソン・コンセール（教
室発表会） 15:00 スタジオ・プラス☎389－3958

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 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4月 13:00 ～16:00

行政書士相談（予約制） 第1月 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・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

  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。

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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◆パソコン駆け込み寺
10月～11月の①毎週土曜日9時～12時

②第3木曜日11時～14時30分③10月18
日㈫11時～15時④11月22日㈫11時～
15時　 ①根本天満宮②根木内会館③④
アトレ松戸店　 先着①3人②③④9人　
50分500円　 電話でぱそこん119☎

090－4428－8931へ
◆こころの家族・当事者・ピア相談（秘
密厳守）
毎月第1・3土曜日10時～15時　※同日時
に電話でも受け付け（☎383－5551）　
ふれあい22　 こころの病を抱える人

とその家族　 NPO土曜会・福良☎385
－7070
◆これから始める健康麻雀
10月の毎週①月曜日②木曜日③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(脳トレ体操等)
10月3日㈪・10日㈷・17日㈪・31日㈪各
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
◆不動産鑑定士による無料相談会
10月4日㈫10時～16時　 市役所1

階連絡通路　 （公社）千葉県不動産鑑
定士協会☎043－222－5795
◆司法書士法律相談（申込不要）
10月5日㈬10時～15時　 市役所1階

連絡通路　 不動産の相続・売買・登記　
千葉司法書士会松戸支部☎367－6623
●シルバーテニス初心者教室
10月～平成29年3月の毎週月曜日8時

～9時20分　 IHSMテニスアリーナ（新
京成上本郷駅下車）　 市内在住で60歳
以上の人　 先着10人　 2カ月6,000
円　 電話で松戸シルバーテニス連盟・
藤井☎366－3600へ
●健康体操教室(ストレッチ、リズム体
操等)
10月5日㈬・12日㈬・19日㈬各9時20

分～10時50分　 小金原体育館　 50
歳以上の女性　 各500円　 電話で健
康体操さざんか・笠原☎342－6431へ
●やさしい囲碁(入門・初級) 〔全4回〕
10月5日～26日の毎週水曜日14時～

17時30分　 日本棋院松戸生涯学習支部
(新京成五香駅下車)　 2,000円　 電話
で同支部入門サークル・岩島☎388－
3022へ
●松戸あひる会絵画展
10月6日㈭～11日㈫10時～18時　

アートスポットまつど　 松戸あひる会・
栗山☎090－7705－9448
◆やさしい詩吟教室
10月7日㈮10時～12時　 明市民セン

ター　 電話で翔龍会・長谷川☎090－
3046－4991へ
●社交ダンス講習会～タンゴとチャ
チャチャ～
10月①8日㈯12時～13時30分②15日

～29日の毎週土曜日13時～14時30分　
①五香②稔台各市民センター　 初級

～中級者　 各1,000円　 ソシアルダ
ンスかがやき・上代☎090－8641－
3634（夜間のみ）

◆朗読発表会
10月8日㈯13時～16時30分　 市民

劇場　 当日会場で　 美
み

宙
ゆう

・金子☎
384－0644
◆お祭囃

ばや

子
し

・獅子舞・神
かぐ

楽
ら

見学会
10月①8日㈯18時～20時②17日㈪・

24日㈪各9時～11時　 ①六実市民セン
ター②六実第二小学校　 電話で五香六
実お囃子の会・白石☎387－1522へ
●囲碁大会
10月10日㈷9時～17時　 常盤平市民

センター　 棋力別に変則リーグ戦（昼
食あり）　 1,500円（高校生以下800円）
当日会場で　 常盤平囲碁クラブ・清

水☎386－1988（昼間のみ）
●初心者かぎ針あみ講習会〔全3回〕
10月①13日～27日の毎週木曜日②14

日～28日の毎週金曜日各10時～12時　
①小金原②常盤平各市民センター　

要問い合わせ　 3,000円　 小金原文
化の会・安達☎343－6898
◆税理士税務無料相談会
10月13日㈭・27日㈭、11月10日㈭・24

日㈭各10時～15時　 松戸商工会館（松
戸駅下車）　 電話で千葉県税理士会松戸
支部☎366－2174へ
●下

した

谷
や

3千石（江戸川左岸下）地帯の石
造物を訪ねる
10月13日㈭13時JR南流山駅改札前集

合、16時30分京成バス停主水解散　
300円　 当日会場で　 松戸石造物懇
話会・間宮☎386－6325(夜間のみ)
●A級プロによる「タンゴ」・「サンバ」
の講習会〔全6回〕
10月13日～11月24日（11月3日を除
く）の毎週木曜日各18時50分～20時30
分　 稔台市民センター　 中級者　
3,000円　 稔台社交ダンス木曜会・江原
☎090－3341－1749
◆地図に学ぶ地域の歴史～台地から低
地へ～〔全3回〕
10月14日㈮・21日㈮・28日㈮10時～13
時　 文化ホール他　 元社会教育指導
員・藤澤進三氏　 全回参加できる人　
先着30人　 500円　 電話で地図を片手
にぶらり旅・村上☎080－1152－1427へ
◆「天災は忘れた頃来る」か？～地震災
害から考える～
10月15日㈯13時～14時30分　 聖徳

大学10号館14階　 当日会場で　 同大
学知財戦略課☎365－1111
◆愛犬と一緒のしつけ教室〔全2回〕
10月①16日㈰10時～12時50分②23

日㈰10時30分～12時（雨天の場合は
10月30日㈰〕　 ①明市民センター（講
義）②小根本公園（犬同伴実技）　 10
家族　 1家族500円　 10月14日㈮ま
でに電話でチームONLY WANにゃん・
堀井☎04－7166－1652へ
◆まつぼっくりチャリティーバザー
10月16日㈰10時～15時　 クリーン

センター　 まつぼっくり・徳永☎389
－4172
◆土建まつり
10月16日㈰10時～15時　 新松戸中

央公園（新松戸駅下車）　 千葉土建松戸
支部☎368－7700
◆学童まつり（雨天決行）
10月16日㈰11時～14時　 日暮公園

（新京成八柱駅下車）　 八柱学童保育所・
掃
か

部
もん

関
ぜき

☎392－5420（15時以降）

●家庭教育セミナー①『心』はどう成長
していくのでしょう？②自立する子ど
も　育っていますか、育てていますか
①10月18日㈫②11月18日㈮各10時～

12時　 市民会館　 各100円　 松戸
家庭教育研究会・加藤☎367－1137
●男の料理教室体験会
10月19日㈬17時～20時　 市民会館
男性　 エプロン・バンダナまたは三

角巾・手ぬぐい・布巾　 電話でにんじん
クラブ・斉藤☎388－2667(昼間のみ)へ
◆ステンドグラス初心者講習会
10月21日㈮～23日㈰13時～17時　
羽黒ビル2階（市民劇場向かい）　

先着5人　 5,000円　 電話でアント
レ・金森☎080－3450－6415（13時～
17時）へ
◆車椅子レクダンスインストラクター
養成講座
10月22日㈯13時～17時　 ふれあい

22　 先着10人　 3,000円　 電話で
同ダンス普及会松戸支部・斉藤☎365－
8701へ
◆けん玉教室（指導と段級認定）
10月22日㈯14時～16時　 六実市民

センター　 電話で昔のあそびと遊ぼう
会・白石☎387－1522へ
◆学童まつり
10月23日㈰10時～14時　 高木第二

小学校　 ひまわり第二学童保育☎385
－5670
◆松戸宿の今昔Ⅲ～歩いて学ぶ松戸宿
～〔全3回〕
10月25日㈫、11月1日㈫・8日㈫各10時

～13時　 文化ホール　 郷土史研究
家・鈴木博氏　 全回参加できる人　
先着30人　 500円　 電話でご近所探
訪・村上☎080－1152－1427へ
●家事家計講習会「生活を見直すきっか
けに」
10月27日㈭10時～12時　 市民会館
先着60人　 400円　※一時保育あり

(1歳～未就学児・先着15人・200円、要
予約)　 松戸友の会・松戸方面☎04－
7173－7626(平日10時～15時)
◆健康料理教室「千葉の野菜で元気もり
もり」
10月28日㈮10時～13時30分　 京葉

ガス松戸ショールーム（松戸駅下車）　
先着20人　 500円　 電話で千葉県栄
養士会☎043－256－1117（平日の10時
～16時）へ
◆内田伸子氏講演会『遊びを通して子ど
もは育つ～子育てに「もう遅い」はあり
ません』
10月29日㈯10時～11時30分　 森の
ホール21　 1,200円（前売券1,000円）
電話で子育ての杜☎386－0960へ
◆年をかさねても安心して暮らしてい
くために！～成年後見制度
10月29日㈯14時～16時　 小金原市

民センター　 弁護士・遠藤英嗣氏　
先着60人　 10月20日㈭までに、FAX
に住所・氏名・電話番号を記入して、認
定NPO東葛市民後見人の会松戸支部事務
局・堀井☎ 344－1834へ
◆六実っ子まつり～出会い・体験・大人
への成長
10月30日㈰9時30分～15時　 六実

市民センター、六実中央公園　 六実地
区子育て井戸端会議・中野☎090－9817
－8564
◆新松戸チャリティフリーマーケット
10月30日㈰10時～15時　 新松戸中

央公園　※出店者募集中（100区画、参
加費は売り上げの10%）　 10月12日㈬
〔必着〕までに、往復はがきに氏名・住所・
電話番号・出店内容を記入して、〒270
－0034松戸市新松戸6の32　あらかると
（☎341－3909）へ

●松戸市テニス協会(硬式)の催し
1松戸テニスフェスタ2016
10月30日㈰9時30分・13時から　 栗

ケ沢公園庭球場　 市内・近隣市在住の
小学生以上の人　 各先着150人　 各
500円（小学生各300円）
2テニス教室①～④初心者⑤初心者シニ
ア⑥ジュニア
11月～平成29年1月の①毎週火曜日

A9時～10時30分B10時30分～12時　
②毎週金曜日A13時～14時30分B14時
30分～16時③12月～平成29年2月の毎
週月曜日(第4を除く)A9時～10時30分
B10時30分～12時、平成29年1月～3月
の④毎週土曜日A9時～10時30分B10時
30分～12時⑤毎週火曜日A12時～14時
B14時～16時⑥12月～平成29年3月の
毎週月・金・土曜日のいずれか17時～18
時30分　 ①～⑤栗ケ沢公園庭球場⑥金
ケ作公園庭球場　 市内在住・在勤の人
⑤50歳以上⑥市内在住・在学の小学生(土
曜日のみ中学生可)　 先着各①②⑤30人
③④⑥60人　 ①②⑤⑥各10,000円(⑥
は 月 曜 日 の み7,500円)③7,500円 ④
9,000円　 110月26日㈬までに、Eメー
ルに住所・氏名(ふりがな)・年齢・性別・
電話番号・テニス歴・希望時間を記入して、
同協会 mta-taikai@tennis-mta.orgへ
210月15日㈯までに、同協会ホームペー
ジで　 同協会☎341－1133(火・木・
土曜日の12時30分～16時30分)
●やさしい篆

てん

刻
こく

教室～年賀状用印の作
成～
11月1日㈫・2日㈬各14時～17時　

市民会館　 年賀状用姓名印・干
え

支
と

印等
の作成　 先着各10人　 筆記用具　
1,000円　 電話で百星会・丸山☎363
－1561(昼間のみ)へ
●まつど一輪車の集い
11月3日㈷9時～11時30分　 運動公

園体育館　 ミニゲーム等　 市内在
住・在学の人　 当日会場で　 松戸市
一輪車協会 mua@rmail.plala.or.jp
◆地域ボランティア養成研修会（千葉県
元気高齢者活躍サポート事業）①サロン・
居場所担い手養成②生活支援サービス
担い手養成〔各全2回〕
11月①5日㈯・6日㈰②A19日㈯B20

日㈰各10時～16時　 ①流山市生涯学
習センター②A市民交流会館B勤労会館
60歳以上の市民　 各先着30人　

各2,000円（資料代）　 電話で認定NPO
たすけあいの会ふれあいネットまつど☎
346－2052へ
◆地域包括ケア総合事業リーダー・ス
タッフ養成研修会（千葉県元気高齢者活
躍サポート事業）①居場所づくり②ホー
ムサービス③移動サービス④地域元気
づくり各コース
11月①8日㈫・22日㈫②11日㈮・25日

㈮③15日㈫・29日㈫④12月4日㈰・20日
㈫各10時～17時　※研修会実施後、地域
就労マッチング会(1月20日㈮9時～12時
我孫子市けやきプラザ・1月23日㈪13時
～16時アミュゼ柏、先着各50人）を開催
我孫子市けやきプラザ　 各先着20人
各1,500円　 10月5日㈬からFAXで、

NPO ACOBA事務局・田中 04－7185
－2241（☎04－7181－9701)へ
◆講演会「発達が気になる子の本人支援
と保護者の支援～相談事例を通して」
11月8日㈫10時～12時　 ふれあい

22　 臨床発達心理士・中島展
ひろと

氏　 先
着20人　 FAXで松戸市ことばを育てる
会・須田 389－0703へ

※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。

小金原ソフトエアロビクスサークル(フ
ラダンス他)
毎週水曜日9時～11時　 小金原体

育館　 月3,600円(入会金1,000円)
中原☎090－3816－6027

馬橋フラウエンコール
毎週火曜日10時～12時　 青少年

会館　 月3,000円　（入会金1,500
円）　 柏木☎345－8255

11 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。

●広報まつど　2016年（平成 28年）10月 1日



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。

リオオリンピック・パラリンピック 輝き放った松戸ゆかりの選手たち

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）。

　松戸駅周辺の水戸街道松戸宿に由来する名所旧跡や歴史ある商店を巡り、松戸市の魅力を再
発見しませんか。参加者には記念品や松戸駅西口周辺5店舗で当日使えるお食事券を進呈します。
日時11月24日㈭9時30分市民劇場前集合、12時30分解散　内容戸定
邸、平潟神社、松戸駅周辺の歴史的な建物・店舗を散策　定員先着15
人　費用1,000円

電話で松戸駅周辺商業協同組合☎365－0100へ

コンビニ

衣料品店

至 新京成
くぬぎ山駅

至 新京成五香駅

松飛台
十字路

スーパー
交番

至 八柱霊園至 八柱霊園

パレード区間

会場区間

図書館
松飛台分館

至 新京成
くぬぎ山駅

067

　8月23日に市役所で町会・自治会加入促進協定書調印式
が行われ、市と松戸市町会・自治会連合会および（一社）千
葉県宅地建物取引業協会松戸支部との間で、協定書を締結
しました。

パレードやカラオケ大会、フリーマーケットなど
盛りだくさん！ぜひお越しください

町会・自治会加入促進に関する
協定書を締結しました

会場信号「松飛台十字路」
から西300ｍ道路上

同 ま つ り 実 行 委 員
会・倉田☎383－5788

左から大塚清一連合会長、本郷谷市長、
平川嘉博松戸支部長

“まつど再発見ツアー”「まちの歴史と商店街」の参加者を募集 要申込

り松 台 つ飛
ま

日時10月16日㈰9時～17時

市民自治課
　☎366－7318

横
よ こ

尾
お

千
ち

里
さ と

選手・大
お お

黒
く ろ

田
だ

裕
ゆ

芽
め

選手（女子7人制ラグビー）10位
合
ご う

谷
や

和
か ず

弘
ひ ろ

選手（男子7人制ラグビー）4位
松
ま つ

本
も と

潮
な み

霞
か

選手（ウェイトリフティング63kg級）9位
加
か

藤
と う

友
ゆ

里
り

恵
え

選手（トライアスロン）46位
田
た

山
や ま

寛
ひ ろ

豪
か つ

選手（トライアスロン）途中棄権
ナウルチョサテキ選手（柔道81kg級）2回戦敗退

竹
た け

守
も り

彪
たけし

選手（卓球）一次リーグ敗退
羽
は

賀
が

理
ま さ

之
ゆ き

選手（ウィルチェアーラグビー）銅メダル
森
も り

下
し た

友
ゆ う

紀
き

選手（水泳）6位（400mリレー）他
中
な か

山
や ま

和
か ず

美
み

選手（陸上）予選敗退

パラリンピック

オリンピック

10月15日㈯12時45分から　会場森のホール21大ホー
ル　演奏曲ポピュラー、行進曲、歌謡曲他　特別ゲスト
歌う松戸観光大使・吉崎さとし氏　費用無料　※申込不
要。

11月13日㈰13時～15時30分（開場12時30分）　会場市民劇場

　　県内13隊が松戸に集合！
千葉県消防音楽隊フェスティバル
 消防局消防総務課☎363－1116

総務課☎366－7305

平和大使桑山紀彦氏

子どもも
楽しめます

音楽と映像で
平和を願う 平和の集い「地球のステージ3」

　協定により、同協会同支部に加盟している店舗が、町会・自治会への加入促進ポスターを掲
示し、新規契約者等へ加入に関するチラシを配布します。

　「紛争・災害・貧困の子どもたちに音楽と映像
で近づこう」というコンサートです。世界中で医
療ボランティアを続ける精神科医・桑山紀彦氏が、
支援活動の様子や出会いを伝えます。また、長崎
市に派遣した平和大使による活動報告も行いま
す。 ※詳細は市ホームページをご覧ください。
定員先着300人　費用無料

ウィルチェアーラグビー

羽賀理之選手
　9月18日 に
ウィルチェアー
ラグ ビ ー（車
いすラグビー）
の日本代表が
3位 決 定 戦で

カナダと対戦。52－50で勝利
し、銅メダルを獲得しました。

祝    銅メダル

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27年11月生
小顔で可愛い灯香ちゃん。笑顔
がとっても可愛いくて毎日癒や
されています！

平成28年5月生
よく寝てよく飲んでよく笑っ
て、元気に育っています

平成28年5月生
笑顔も泣き顔も寝顔もぜーんぶ可愛
くて毎日癒やされてます。元気いっぱ
い大きくなってね！

西に
し

前ま
え

春は
る

希き

ち
ゃ
ん

三
み

澤
さ わ

灯
と も

香
か

ちゃん 美
み

桜
お う

ちゃん

世界で、地域で、豊かな関係づくり	
　熱かったリオのオリンピック・パラリンピックが終わり
ました。リオには松戸市にゆかりのある選手が11名出
場していましたが、最終日に、ついに銅メダリストが出
ました。ウィルチェアーラグビー（車いすラグビー）の
羽賀理之選手です。大変な戦いでしたが銅メダルを取
れて本当に良かったですね。みんなで祝福したいもの
です。
　4年後はいよいよ東京での開催です。松戸市の子ど
もたちが今からさまざまな文化に触れ、世界の人と豊
かな関係を築けるよう、今年度から市内全ての公立保
育所の5歳児と小学校1年生を対象に、英語に親しむ取
り組みを始めました。外国人講師と楽しく英語に触れ合
いながら、コミュニケーション力を身に付けることを目
指しています。大きな都市の公立保育所で一斉に英語
の活動を取り入れるのは、松戸市が全国初です。この
取り組みをきっかけに、将来松戸の子どもたちがさまざ
まな国の人と仲良くなり、世界で活躍することを願って
います。
　さて、9月に幕張メッセで盛大に開催された「東京ゲー
ムショウ2016」に、松戸市として初めて、市内の民間
企業とタッグを組んで『新作のゲーム』を出展しました。
同ショウへの出展は県内自治体としても初めてです。「松
戸市がなぜゲーム産業に？」と思われるかもしれません
が、これはゲームや映画、アニメ等の制作・流通を担う
“コンテンツ産業”に従事される若い方が、松戸市で
積極的に活動しているからです。出展したゲームは、来
年春に無料配信の予定ですので期待していてください。
　秋本番の10月です。1日・2日の「松戸まつり」に加
えて、8日～10日に21世紀の森と広場でラーメンサミッ
トを含む「松戸モリヒロフェスタ」を初開催します。松
戸市には有名ラーメン店がたくさんあります。豊かな緑
と水辺空間を持つ同広場を舞台に、食べて、遊んで、
楽しんでもらおうと企画したものです。多くの人にご来
場いただき、松戸の魅力を存分に感じていただきたい
と思います。

人口 485,589人 
世帯 218,923世帯 

男　　241,553人
女　　244,036人

〔－ 37 〕
〔＋ 79 〕

〔－ 14 〕
〔－ 23 〕

人口と世帯（平成28年9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
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