
　保育所の「待機児童ゼロ」を達成（平成28
年4月）。市内全域に保育施設を整備しています。

保育所（園）の一時預かり
　一時的に家庭での保育が困難なお子さんを保育する
一時利用と、就労などで継続して家庭での保育が困難
な場合に週2～3日保育する定期利用があります。
問幼児保育課☎366－7351

ファミリー・サポート・センター
　地域で育児の援助を行いたい提供会員と、育児の援
助を受けたい利用会員等が相互に育児の援助活動を行
います。保育施設からの送迎や
預かりなどでも活用できます。
対象生後4カ月～小学6年生
問まつどファミリー・サポート・
　センター☎330－2941

こどもショートステイ
　夜間や休日など他の一時保育の提供時間外の一時預
かりや、宿泊を伴う一時預かりなどができます。
対象満1歳～18歳　実施施設児童養護施設晴香園（根
木内145）☎315－2985

市内の施設数（平成28年11月現在）

施設名 施設数
認可保育所（園） 62
認定こども園 4
小規模保育施設　※ 34
幼稚園 38

市内17カ所の市立保育所で、
5歳児を対象に外国人講師と

一緒に歌やゲームを行う

楽しい英語あそび
を実施しています。

子ども政策課幼児教育担当室
☎701－5126

実施施設
施設名 住所 電話番号

E－こどもの森・ほっとるーむ松戸 松戸1307の1松戸ビルヂング4階 393－8531
E－こどもの森・ほっとるーむ新松戸 新松戸3の1の4新松戸未来館１階 375－8737
E－こどもの森・ほっとるーむ東松戸 東松戸3の2の1アルフレンテ3階 701－5508
晴香園 根木内145児童養護施設晴香園内 315－2985
問子育て支援課☎366－7347

実施施設
形態 施設名 所在地 電話番号

病児・病後児保育施設 ニコニコルーム 西馬橋幸町13早稲田ビル5階 347－2525

病後児保育施設 たんぽぽ保育園 上本郷3591フォーブル上本郷101号 369－2716
ひまわり保育園 新松戸1の192ソフィア新松戸102号 309－6622

問子育て支援課☎366－7347

一時預かりの充実

　幼児保育課の窓口では

利用支援コンシェルジュが保育希望者の条件
に合った施設選びや申し込み手続きの相談にのります。

　居住地周辺の保育園等を利用できない
お子さんを松戸駅前の

送迎保育
ステーション で
お預かりし、専用バスで
指定の保育園まで送迎します。

　保護者が就労していても3歳児から
幼稚園の教育が受けられるように、

幼稚園の預かり保育 を推進。

預かり保育利用料の助成も行っています。

保育所（園）・幼稚園の充実 問幼児保育課☎366－7351

ほっとるーむ等の一時預かり
　買い物や通院などで、少しお子さんを預けたい時に、1日4時間までお預かりします。
対象生後6カ月～未就学児　利用料1時間500円

病児・病後児保育
　病気や病気の回復期のため集団保育や家庭保育が
難しいお子さんを一時的にお預かりします。
対象生後57日～小学6年生　利用料4時間以内1,200円、以降1時間300円

松戸市では、子ども・子育てにやさしい
まちづくりを進めています。
問子ども政策課☎ 704－4007

※小規模保育施設は保育
ニーズの高い2歳児まで
を預かる施設です。送迎
が便利な市内全駅の駅前・
駅中を中心に積極的に整
備しています。

　リオデジャネイロパラリンピックにウィルチェアーラグビー（車いすラグ
ビー）日本代表として出場し、銅メダル獲得に貢献した羽賀理之選手に、市民
栄誉賞を授与しました。羽賀選手は「市民栄誉賞をいただきうれしく思います。
松戸市の皆さんの応援が力になって銅メダルに結びつきました。たくさんの
応援ありがとうございました」と市民への感謝の言葉を述べてくれました。
　羽賀選手は平成12年第三中学校を卒業、平成15年専修大学松戸高校を
卒業し、現在も市内在住です。同賞の授賞は羽賀選手が7人目です。
問秘書課☎366－7303

羽
は

賀
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理
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之
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に市民栄誉賞

銅
メダル

ウィルチェアー
ラグビー

リオパラリンピック

11/1
2016（平成28年）

No.1558

●保育所(園)・小規模保育事業・認定こども園の利用案内
●秋の火災予防運動
●放課後児童クラブ 新規利用のご案内
●松戸市総合防災訓練を実施します
●33バンク体験会 in 松戸けいりん
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保育所(園)・小規模保育事業・認定こども園の利用案内 問幼児保育課
　☎366－7351

　必要な書類は11月1日㈫から幼児保育課および下記一覧表にあ
る保育所（園）、または小規模保育実施施設で配布する他、市ホー
ムページからダウンロードできます。　※平成29年度新設園は除く。

申し込み方法

■ 市内保育所（園）一覧

■ 市内小規模保育事業施設一覧
■ 市内認定こども園（幼稚園型）

■ 市内認定こども園（幼保連携型）

＝平成29年4月1日開園予定の施設(名称は仮称)　 ＝夜間
設置主体について

＝社会福祉法人　 ＝市立　 ＝学校法人　 ＝合同会社
＝有限会社　 ＝株式会社　 ＝NPO法人

※年齢資格は、入所希望月初日現在の満年齢をさします。
※開所時間は延長保育を利用した場合のものです。

園名（連携施設） 設置主体 年齢資格 住所 問い合わせ 開所時間
へいわオリーブ保育室

産
休
明
け
〜
３
歳
未
満

松戸1344の1エンデュランス松戸1階 ☎712－1933 A
へいわこえだ保育室 松戸1227の1アンセイエ松戸３階 ☎070－1582－5889（準備室） I
ゆいまーる保育園 松戸1129の1ニューパウリスタビル1階 ☎362－2215 Ｌ
ケヤキッズベビールーム 本町12の17秋本ビル101 ☎368－5120 A
ケヤキッズスマイルルーム 根本12の2 ☎710－6336 Ｈ
野菊野保育園松戸ルーム 根本2の16アムス松戸ブランティーク2階 ☎330－2031 A
オハナキッズルーム矢切 三矢小台3の9の10三矢小台ビル1階 ☎711－6201 Ｈ
ひなた保育園 下矢切75の1矢切ビル1階 ☎710－0611 I
さわらび保育園松戸駅西口ルーム 本町14の18松戸トシオビル１階 ☎382－6870 A
東松戸ニコニコ保育園 東松戸1の2の3 ☎710－3636 I
小規模保育園ほほえみ 秋山字前原109の2 ☎311－1108（ほほえみ託児所） I
みのり台エンゼル保育園 稔台7の14の3エンゼル21　1階 ☎368－3377 Ｈ
八景台保育園たんぽぽルーム 松戸新田373ガーデンビレッジ106 ☎710－8135 A
はなみずきこども園五香ルーム 常盤平5の11の23インシュランスビル2－102 ☎711－9975 Ｈ
金ケ作保育園なのはなルーム 常盤平3の13の3スリーアベニュー１階 ☎701－5313 A
金ケ作保育園元山駅なのはなルーム 五香南1の5の1新京成元山駅ビル3階 ☎712－2601 I
ひぐらし中央保育園 日暮5の190ドリーム八柱2階 ☎394－5558 I
京進のほいくえんHOPPA新松戸園 二ツ木757の1ラックフィールド1階 ☎393－8501 I
さわらびドリーム保育園馬橋ルーム 馬橋179の1馬橋ステーションモール１階 ☎712－1745 A
さわらびドリーム保育園馬橋第二ルーム 馬橋179の1馬橋ステーションモール１階 ☎710－9880 O
星のおうち新松戸 新松戸3の129の1 ☎712－2494 I
ミルキーホーム新松戸 新松戸4の28の1ジュネシオン新松戸1階 ☎344－4248 I
こすもすベビールーム新松戸 新松戸1の186第2ロイヤルマンション101 ☎382－6501 I
こすもすベビールーム新松戸Ⅱ（仮） 新松戸1の232 ☎382－6501（こすもすベビールーム新松戸） I
野菊野保育園野菊野ルーム

１
〜
３
歳
未
満

野菊野7の2 ☎712－0883 A
上本郷保育園ひまわりルーム 上本郷907の4アーバンライフ安田 ☎368－2305 I
ピッコリーノ保育園 上本郷2672の9新京成上本郷駅ビル2階 ☎712－1152 Ｍ
さわらび保育園北松戸ルーム 上本郷867の5サポーレ北松戸101 ☎712－2180 A
へいわこばと保育室 松戸1227の1アンセイエ松戸２階 ☎712－2620 Ａ
へいわちいろば保育室 松戸1227の1アンセイエ松戸２階 ☎712－2621 Ａ
へいわかしの木保育室 松戸1333コスモ松戸ステーションスクエア1階 ☎718－6145 N
へいわみのり保育室 松戸1227の1アンセイエ松戸３階 ☎070－1582－5889（準備室） I
はなみずきこども園八柱ルーム 日暮2の3の15グリーンプラザ八柱第一101 ☎711－9155 Ａ
ときわ平保育園さくらんぼルーム 常盤平2の9の3 1階 ☎702－3212 I
こうぜん保育園いずみ 六実5の1の26 ☎311－3711 Ｈ
けやきの森保育園せんだぼり 千駄堀1598 ☎374－6605 Ｈ
新松戸幼稚園おひさまルーム 新松戸3の256 ☎344－4199 A
北小金グレース保育園ノーチェルーム 小金2の15北小金ピコティ西館108 ☎711－5780 Ｈ

園名 住所 問い合わせ 開所
時間

松戸認定
子ども園
（栴

せん

檀
だん

幼稚園）

常盤平
2の31の2 ☎387－0875 A

東京認定
こども園
（牧の原栴

せん

檀
だん

幼稚園）

牧の原
2の5 ☎385－0907 I

園名 住所 問い合わせ 開所
時間

はなみずき
こども園　

常盤平
3の25の2 ☎383－8731 Ｅ

耀きの森
幼児舎

紙敷
1080の1 ☎710－0002 Ｋ

保育所（園）名 設置主体 年齢資格 住所 問い合わせ 開所時間
つぼみ保育園 産休明け 上矢切1101の2 ☎368－7811 A
松戸南保育園 産休明け 小山523の5 ☎368－0366 A
小羊保育園 産休明け 上矢切113 ☎362－5916 A
第一平和保育園 産休明け 岩瀬608の6 ☎367－0123 A
第二平和保育園 産休明け 松戸1394 ☎367－0105 A
第三平和保育園（仮） 産休明け 小根本161の3 ☎080－2043－6022（準備室） H
保育園きぼうのたから 産休明け 本町13の9 ☎308－3088 D
保育園きぼうのつばさ 産休明け 根本12の16 ☎710－9939 D
野菊野保育園 産休明け 野菊野5 ☎365－8385 A
二十世紀ケ丘保育所 6カ月 二十世紀ケ丘戸山町73 ☎391－2200 H
松ケ丘保育所 6カ月 松戸新田554の2 ☎368－9191 H
和名ケ谷ひまわり保育園 産休明け 和名ケ谷1104の1 ☎711－6603 E
松戸ミドリ保育園 産休明け 仲井町1の32の6 ☎308－2866 Ｊ
上本郷保育園 産休明け 上本郷2292 ☎366－0675 A
北松戸保育所 6カ月 上本郷4327（仮設） ☎362－8282 H
東松戸保育園 産休明け 紙敷3の8の11 ☎387－4001 A

音のゆりかご保育園 産休明け
～3歳未満 東松戸1の2の34 ☎712－1056 A

桜花保育園 産休明け 東松戸2の16の4 ☎383－8555 G
グローバリーキッズ 産休明け 高塚新田450の11 ☎312－8228 Ｃ
秋山・学びの保育園 産休明け 高塚新田413の11 ☎710－8623 A
梨香台保育所 6カ月 高塚新田494の9 ☎391－3710 H
梨の花保育園 産休明け 高塚新田488の10 ☎711－9880 E
佑和保育園 産休明け 紙敷1194の4 ☎711－6913 A
東進ワールドキッズ 産休明け 紙敷1の38の7 ☎369－7775 D
和ほいくえん 産休明け 秋山45の2 ☎710－7753 H
稔台保育園 産休明け 稔台2の12の1 ☎362－5536 A
子すずめ保育園 産休明け 日暮1の8の4 ☎387－9874 A
八景台保育園 産休明け 松戸新田605の58 ☎364－7802 A
八柱保育所 6カ月 日暮4の5の2 ☎392－2955 H
五香子すずめ保育園 産休明け 五香2の35の8 ☎712－2111 A
金ケ作保育園 産休明け 金ケ作306 ☎385－8863 A
三空保育園 産休明け 金ケ作216の10 ☎384－6959 A
ときわ平保育園 産休明け 常盤平西窪町11の7 ☎387－6762 A
常盤平駅前ナーサリー（仮） 産休明け 常盤平3の1の1 ☎394－0331 P
牧の原保育所 6カ月 牧の原2番地の73 ☎385－0997 H

保育所（園）名 設置主体 年齢資格 住所 問い合わせ 開所時間
松飛台保育所 産休明け 五香西4の44の1 ☎384－2421 H
六実保育所 6カ月 六高台1の40 ☎385－0998 H
六高台保育園 産休明け 六実6の13の2 ☎394－5161 A
こうぜん保育園 産休明け 六実5の1の1 ☎311－3711 A
さわらび保育園 産休明け 栄町3の185の1 ☎362－1530 A
さわらびドリーム保育園 産休明け 栄町3の185の1 ☎703－3838 Ｆ
古ケ崎保育所 6カ月 古ケ崎4の3617 ☎367－9981 H
古ケ崎第二保育所 6カ月 古ケ崎1の2994の2 ☎363－4004 H

古ケ崎南保育園 （仮） 3歳から 古ケ崎1の3073 ☎308－3088
（保育園きぼうのたから） H

こすもす保育園 産休明け 栄町西3の1049 ☎367－7775 E
いわさき保育園 産休明け 西馬橋3の49の2 ☎341－0941 A
けやきの森保育園 産休明け 中和倉331 ☎344－5026 A

松戸ひばり保育園 産休明け
～3歳未満 西馬橋1の28の16 ☎346－0336 Ｈ

馬橋保育園 6カ月 三ケ月1534 ☎342－1097 Ｈ
ゆうき保育園（仮） 産休明け 西馬橋蔵元町134 ☎343－0808（準備室） Q
馬橋西保育所 6カ月 西馬橋広手町123 ☎344－8001 Ｈ

新松戸ベビーホーム 産休明け
～3歳未満 新松戸6の118の1 ☎344－3222 A

新松戸中央保育所 6カ月 新松戸3の111 ☎344－7221 Ｈ
新松戸南部保育所 6カ月 新松戸南2の17 ☎344－0010 Ｈ
新松戸北保育所 6カ月 新松戸7の145の3 ☎346－5161 Ｈ
東進ポップキッズ 産休明け 新松戸1の345の2 ☎340－3434 Ｄ
みなみ新松戸保育園 産休明け 新松戸1の82 ☎340－3730 E
小金西グレース保育園 産休明け 新松戸北2の11の3 ☎345－4994 A
小金北保育所 6カ月 中金杉3の192 ☎344－4155 Ｈ

大金平グレース保育園（仮） 産休明け 大金平3丁目132の1 ☎348－3880
（北小金グレース保育園） Ｈ

北小金グレース保育園 産休明け 殿平賀200の11 ☎348－3880 Ｄ
小金保育園 6カ月 小金444の54 ☎341－2644 A
さくら保育園 産休明け 小金原4の37の15 ☎342－0661 Ｂ

若芝保育園 産休明け
～3歳未満 小金原8の19の20 ☎343－1762 A

小金原保育所 6カ月 小金原6の4の2 ☎341－2643 Ｈ
コアラ保育所 6カ月 小金原4の33の1（仮設） ☎343－1262 Ｈ
貝の花保育園 6カ月 小金原8の11の1 ☎344－0020 A

Ｉ…（月～金曜日）＝7:00～19:00、（土曜日）＝7:00～19:00
Ｊ…（月～金曜日）＝7:30～20:00、（土曜日）＝7:30～17:00
Ｋ…（月～金曜日）＝7:30～19:30、（土曜日）＝7:30～17:00
Ｌ…（月～金曜日）＝7:30～18:30、（土曜日）＝7:30～18:30
M…（月～金曜日）＝7:30～19:30、（土曜日）＝7:00～18:00
Ｎ…（月～金曜日）＝7:00～19:00、（土曜日）＝8:00～19:00
Ｏ…（月～金曜日）＝8:00～22:00、（土曜日）＝8:00～20:00
 P…（月～金曜日）＝7:00～19:30、（土曜日）＝7:00～18:00
Q…（月～金曜日）＝7:00～20:00、（土曜日）＝7:00～20:00

A…（月～金曜日）＝7:00～19:00、（土曜日）＝7:00～17:00
 B…（月～金曜日）＝7:00～19:00、（土曜日）＝7:00～17:30
C…（月～金曜日）＝7:00～20:00、（土曜日）＝7:00～19:00
D…（月～金曜日）＝7:00～20:00、（土曜日）＝7:00～18:00 
  E…（月～金曜日）＝7:00～20:00、（土曜日）＝7:00～17:00
 F…（月～金曜日）＝9:00～24:00、（土曜日）＝9:00～22:00
 Ｇ…（月～金曜日）＝7:30～19:30、（土曜日）＝7:30～18:30
 Ｈ…（月～金曜日）＝7:00～19:00、（土曜日）＝7:00～18:00

平成29年4月から新規で利用する場合の申請期間
11月7日㈪～12月9日㈮　
※平成29年5月以降は、利用希望月の前々月末日が申請期限です。

設置主体＝ 　年齢資格3～5歳

設置主体＝ 　年齢資格産休明け

松戸子育て
応援マスコット
「まつどり」

●広報まつど　2016年（平成 28年）11月 1日

2広報紙のインターネット無料配信サービス「マイ広報紙」をご利用ください。　問広報広聴課☎366－7320



日時 内容 講師

11/13 ㈰ 13:00～14:30 正確に伝わる文章の書き方① 筑波大学付属聴覚特別支援学校高等部国語科教諭・鈴木牧子氏
14:45～16:15 ふれあい教室より～絵手紙を楽しむ～ （一財）日本絵手紙協会公認講師・渡辺秀子氏

11/20 ㈰ 13:00～14:30 正確に伝わる文章の書き方② 筑波大学付属聴覚特別支援学校高等部国語科教諭・鈴木牧子氏
14:45～16:15 自分から動き始めよう～合理的配慮について考える～ NPO手話技能検定協会理事長・谷千春氏

11/27 ㈰
13:00～14:30 正確に伝わる文章の書き方③ 筑波大学付属聴覚特別支援学校高等部国語科教諭・鈴木牧子氏
14:45～16:15 ろう教育よもやま話 明晴学園校長・榧

かや

陽子氏

　　紐
ひ も

を引いて警報を止めてください。
　・換気を充分に行ってください。
●電池切れのとき
　・電池切れ警報が鳴った場合は電池を新しいものに交換してください。
　・本体ごと交換する機種は、新しいものに交換してください。

　手入れ等も大切です
　ホコリが付くと火災を感知しにくくなります。お手入れ方法の
詳細は消防局ホームページをご覧ください。

会場ふれあい22　対象市内在住の耳が聞こえない人・聞こえにくい人　持ち物筆記用具　費用無料　※手話通訳・要約筆記あり。
申11月8日㈫までに、FAXに住所・氏名・FAX番号を記入して、障害者福祉センター 383－7810（☎383－7111）へ

聴覚障害者のための教室〔全６回〕要申込

住宅火災からあなたと家族を守る ｢住宅用火災警
報器｣ を設置しましょう～定期的な点検もお忘れなく～

　平成27年中の火災件数は106件で、昨年比で22件減り、建物火災
も8件減りました。しかし、火災に占める建物火災の割合は55%から
59%に増加しています。これから暖房器具の使用が始まります。また、
空気が乾燥し、火災が起こりやすくなります。地域や家庭で、「火事を
出さない」よう、注意しましょう。

住宅防火いのちを守る３つの習慣
①寝たばこは、絶対にしない
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

たばこ火災にご注意
　たばこは炎が見えなくても、紙くずや枯れ草に火をつけるのに十分な
エネルギーを持っています。
　また、ふとんなどにたばこの火が燃え移った場合、水をかけて消えた
と思っていても、くすぶった状態が続いていることがあります。

たばこ火災対策
●寝たばこは絶対にしない
●たばこの投げ捨てはしない
●捨てるときは水をかけ、火が完
　全に消えていることを確認する

11月9日㈬に市役所通路で
住宅用火災警報器キャンペーンを実施
住宅用火災警報器クイズ・パネル展示・取り付け支援申し込みを行います。 
※その他期間中のイベント情報は消防局ホームページをご覧ください。

11月は『ちば国保月間』11月は『ちば国保月間』

火災件数
発生場所 平成27年 平成26年
建物 63件 71件
車両 8件 16件
その他 35件 41件
合計 106件 128件

平
成
26
年

放火および放火の疑い 39件
1位  放火 25件
2位  たばこ 23件
3位  放火の疑い 14件
4位  こんろ 12件
5位  電灯等の配線 6件

火災の主な原因

平
成
27
年

放火および放火の疑い 22件
1位  たばこ 23件
2位  放火 12件
3位  放火の疑い 10件
4位  電気機器 7件
4位  こんろ 7件

●火災のとき
　・大きな声で知らせましょう。
　・避難しましょう。
　・119番通報しましょう。
　・可能なら初期消火をしましょう。
●火災ではないとき
　・警報停止ボタンを押すか、ひき

　住宅用火災警報器が設置されている住宅は、火災になる前にガスコンロを消
す等の対処ができるため、火災の割合が少なくなります。火災を早く知ることで
逃げ遅れを防ぎ、通報や初期消火が早くでき火災の拡大を軽減します。

　警報音が鳴ったときは

※住宅火災件数=市内における５年間（平成23年
から平成27年まで）の、失火を原因とした住宅火
災の件数（「放火」または「放火の疑い」を原因と
する火災は含まない）。

住宅用火災警報器の設置と住宅火災の割合
住宅用火災警報器設置の効果

※住宅火災
　件数
　157件

未設置
22％

設置率

設置済み
78％

火災割合

未設置
68％

（107件）

設置済み
32％
（50件）

（％）
100

80

60

40

20

0

取り付けが困難な人のお手伝いをしています
　松戸市防火協会が高齢者宅への住宅用火災警報器の取り
付け支援事業を行っています。申込書は同協会事務局・各消
防署で配布する他、同協会ホームページでダウンロードしてく
ださい。

秋の火災予防運動 11月9日㈬～15日㈫

住宅用火災警報器サイト

　平成28年６月１日時点の松戸市
の設置率は78％で、全国平均の約
81％より低くなっています。

         平成28年度全国統一防火標語 「消しましょう　その火その時　その場所で」

問同協会事務局(消防局予防課内)☎363－1114、 363－1137

国民健康保険料の納付は納期限内に
問国民健康保険課収納担当室☎366－7299

●未納保険料の納付が困難な場合はご相談ください
　分割納付が認められる場合があります。毎月最
終木曜日は、国民健康保険課内にある相談窓口
を20時まで臨時開設しています（土曜日の9～16
時に開設する場合あり）。　※保険料を滞納すると
保険証の制限や、差押えなどの滞納処分を実施す
ることがあります。　※納め忘れがある場合には、
電話や収納指導員の訪問により納付の確認や予定
を尋ねることがあります。
●保険料のお支払いは確実・便利な口座振替で
　口座振替には2種類の手続き方法があります。
①「口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印し
金融機関へ提出
②便利な「ペイジー口座振替受付サービス」
　ペイジーの口座振替には対応金融機関のキャッ

シュカード、本人確認書類（運転免許証等）が必要
です。 ※キャッシュカードの名義人本人が来庁した
場合のみ可能。静脈認証・指紋認証付き等セキュ
リティーを高く設定されているカードは対応していま
せん。
手続き可能な場所国民健康保険課・各支所
対応金融機関千葉・みずほ・三菱東京UFJ・三井住友・
りそな・千葉興業・京葉・ゆうちょ各銀行
●納付済確認書は平成29年１月下旬に発送予定
　年末調整に必要な場合はお問い合わせください。

国民健康保険の届け出は確実に
問国民健康保険課資格賦課班☎366－7353

●会社に就職した人
　保険資格の変更は、自動的には行われません。
加入者が他の保険に加入した場合、資格喪失の届
け出をしないと国保の保険料が掛かり続け、未納
の場合は督促状・催告書が送付されます。届け出

の際は、国保と職場の両方の保険証（保険証が未
発行の場合は、社会保険等に加入したことを証明
するもの）を国民健康保険課または各支所へ持参し
てください。
●会社を退職した人
　他の保険をやめた場合、国保加入の届け出が必
要です。①職場の健康保険に加入している人②後
期高齢者医療制度の対象となる人③生活保護を受
けている人以外で手続きをしていない人は、健康
保険資格喪失証明書と本人確認書類を持参し、国
民健康保険課または各支所で加入手続きをしてくだ
さい。

特定健康診査はお済みですか？
問国民健康保険課健診班☎366－1121

　40～75歳誕生日前日までの松戸市国民健康保
険加入者を対象に特定健康診査を無料で実施して
います。年に１回、健康チェックをしましょう。

●広報まつど　2016年（平成 28年）11月1日

3 「広報まつど」の記事を子育て・健康・スポーツなどの分野ごとに閲覧したいという皆さん！



馬橋市民センター講座「Windows10基
本操作」
11月8日㈫、12月13日㈫、平成29年1
月17日㈫各10時～12時　 同センター
各先着10人　 各1,000円　 ノート

パソコン、筆記用具　 11月5日㈯〔必
着〕までに、電話またはEメールに講座名・
住所・氏名・電話番号・年齢を記入して、
同センター☎342－9690、 mabashi@
td-f.co.jpへ

ふれあい教室「朗読をきくかい」
11月9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

千葉県福祉機器展2016
11月①11日㈮12時～17時②12日㈯
10時～16時　 千葉県福祉ふれあいプ
ラザ（我孫子駅下車）　 ①講演「超高
齢化社会の医療介護政策」他（講演のみ
要申込）②介護ロボット体験他　 ①元
厚生労働事務次官・辻哲夫氏　 電話で
同プラザ介護実習センター☎04－7165
－2886へ

再生自転車を販売
11月12日㈯9時～12時（8時30分か

ら整理券配布）　 シニア交流センター
販売台数約20台（売り切れ次第終了）　
価格5,000円～12,000円（防犯登録付き） 
（公社）松戸市シルバー人材センター☎
330－5005

住宅リフォーム相談と市民講座
11月12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）　 馬橋市民セン
ター　 松戸住宅リフォーム相談員協議
会☎365－5252

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
11月15日㈫10時～10時30分〔雨天中

止〕　 古ケ崎第２公園（古ケ崎3の3383
の1）、つばき公園（常盤平7の12の1）　
先着100人　 市民安全課☎366－7285

シティー・ミニコンサート～打楽器レボ
リューション！～
11月16日㈬12時15分～12時45分
（開場11時30分）　 市役所市議会議場
曲目道化師のギャロップ（カバレフス
キー）、剣の舞（ハチャトゥーリアン）他
演奏者姜

カン

潤
ユ

伊
ニ

（マリンバ）、中里ゆきの
（パーカッション）、小池亜季（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）

手賀沼流域フォーラム「こんぶくろ池か
ら学ぼう、雨水の行方」バスハイク
11月19日㈯9時15分新松戸駅前集合、
15時30分解散　 成人　 先着20人　
FAXでNPOせっけんの街松戸 04－

7134－7468（☎04－7134－0463）へ

六実高柳老人福祉センター合同文化祭
（くすのき祭）
11月19日㈯･20日㈰各10時～16時　
同センター　 作品展・芸能発表・文
化講演会等　 同祭実行委員会・馬場☎
386－3457

流通経済大学三宅雪嶺記念資料館・生
涯学習推進課連携講演会「三宅雪嶺の
肖像」
11月19日㈯13時～15時30分　 同
大学新松戸キャンパス　 筑波大学教授・
中野目徹氏他　 同大学同キャンパス☎
340－0001

東松戸ゆいの花公園「マグノリア・コン
サート」
11月19日㈯14時から（13時30分開場）  
同公園マグノリアハウス　演奏者新原
輝美（フルート）、関直子（ピアノ）  先
着70人　 公園緑地課☎366－7380

小金市民センター講座「おもちゃの病院」
11月23日㈷10時～13時　 小金市民
センター　 先着20人　 同センター☎
343－8641

法律専門家による「養育費問題」無料
法律相談
11月26日㈯13時30分～15時30分　
柏市役所本庁舎分室１　 県内在住の
人　 3人（1人30分）　※無料の託児あ
り　 電話で千葉県母子寡

か

婦
ふ

福祉連合会
事務局☎043－222－5818へ

千葉県民のつどい
11月27日㈰13時～16時　 千葉市
生涯学習センター（千葉駅下車）　 犯罪
被害者の実情や被害者支援の講演・意
見発表、音楽会等　 11月22日㈫まで
に電話またはFAX、Eメールに郵便番号・
住所・氏名・電話番号・人数を記載して、
千葉県環境生活部くらし安全推進課☎
043－223－2333、 043－221－29
69、 anzen@mz.pref.chiba.lg.jpへ

まつど市民活動サポートセンターの催し
①つながろう、子ども食堂inまつど2016
～イロイロなイバショがあっていいんじゃ
ない～（みらい会議プロジェクト企画）
11月27日㈰13時30分～16時30分　
基調講演、事例紹介、全体交流会　
500円（資料代）　②平成29年3月下旬
開催予定「みらいフェスタ2017」を企画
運営する実行委員を募集 募集期間11月
15日㈫まで　③ＮＰＯ・市民活動よろず
相談室「パソコン無料相談」 11月10
日㈭13時・14時・15時から(各1人50分)
④会議が抜群に楽しくなるコツ！明日から
できるファシリテーション 11月30日㈬
18時30分～20時30分　 同センター
長　共通 ①③④同センター　 先着
①60人②10人③9人④20人　 電話ま
たはEメールで☎365－5522、 hai_
saposen@matsudo-sc.comへ

松戸市赤十字奉仕団防災・減災セミナー
11月29日㈫10時～15時　 市民会
館　 講演「災害から命を守る」、包帯法、
AED講習、非常食作りと試食（昼食）　
20歳以上の人　 先着50人　 電話
で地域福祉課☎366－3019へ

施設を巡って小金散策
11月29日㈫、12月9日㈮〔雨天延期〕
各9時30分大倉記念病院入り口（北小金
駅下車）集合、13時解散　 小金にある介

護施設を巡るウオークラリー（2コースか
ら選択）　 市内在住の65歳以上の人　
先着30人　 飲み物・タオル　 11月

18日㈮までに、電話で小金高齢者いきい
き安心センター☎374－5221へ

農業ボランティア養成講座〔全3回〕
12月①3日㈯10時～12時②10日㈯13
時～16時③17日㈯10時～12時、13時～
16時　 ①ＪＡとうかつ中央経済センター
（馬橋）集合②ＪＡ松戸南支店集合③まつ
ど市民活動サポートセンター集合　 ボラ
ンティア受け入れ農家他　 3回とも参加
できる人　 先着20人　 11月18日㈮
までに、電話で農政課☎366－7328へ

成年後見制度に関する講演会
12月8日㈭10時～12時　 市民会館
弁護士・萩

はぎ

原
はら

得
のり

誉
やす

氏　 先着100人
12月5日㈪までに、申込用紙（障害
福祉課で配布する他、市ホームページ
からダウンロード可能）をFAXまたはE
メールで障害福祉課 366－7613、
mcshougaihukushi@city.matsudo.
chiba.jp （☎366－7348）へ

会 議

総合教育会議
11月10日㈭14時から　 京葉ガス第１
ビル５階会議室（傍聴受付は開会10分前
まで）　 政策推進課☎366－7072

公民館運営審議会会儀
11月14日㈪18時から　 京葉ガスＦ
松戸ビル５階会議室（傍聴受付は開会10
分前まで）　 生涯学習推進課☎367－
7810

少年センター運営協議会
11月15日㈫14時から　 中央保健福
祉センター地下会議室（傍聴受付は開会
30分前から、先着5人）  子どもわかも
の課少年センター☎366－7464

教育委員会会議
11月17日㈭9時30分から　 京葉ガ
スＦ松戸ビル５階会議室（傍聴受付は開
会30分前から）　 教育企画課☎366－
7455

屋内で飼いましょう
●屋内で飼うことで、縄張りとして認識します(子猫には特に有効)
●ふん尿や鳴き声による被害を防止でき、猫も人間も
　感染症から守ることができます

地域猫活動で野良猫と上手に付き合いましょう
①不妊去勢手術をする
●野良猫の繁殖を抑え、排除することなく徐々に減らす
　ことができます
●発情によるケンカやさかりの鳴き声が少なくなり、
　尿の臭いも薄くなります

　　手術費用の一部を助成します
　限度額1件5,000円（オス）・7,000円（メス）・9,000円〔メス(妊娠中)〕
　※１人につき年度内10件まで。 詳細は、環境保全課にお問い合わせ
　ください。

考えてみましょ考えてみましょうう～～猫猫ととの付の付きき合合い方い方
問千葉県動物愛護センター東葛飾支所☎04－7191－0050、千葉県松戸
  健康福祉センター (保健所)☎361－2139、環境保全課☎366－7336

耳のV字カットは
不妊去勢手術済みの

目印です

②餌場・餌を与える時間を決め、食べ残しの清掃を行う
●ごみをあさることがなくなります
●ハエの発生やカラスの餌になることを防ぎます
③トイレの清掃や設置、定期的なパトロールでふん尿を処理する
●ふん尿被害が軽減されます

無責任に餌を与えるだけではいけません。ルールは守りましょう
　地域には猫が好きな人ばかりではなく苦手な人もいます。地域の環境衛生のた
め、町会・自治会が一丸になり話し合いをしましょう。

11月は動物による危害防止対策強化月間
　　 ▼ペットにはマイクロチップの登録・装着をしましょう
　　 ▼飼い犬が人をかんでけがをさせた場合は保健所へ届け出てください
　　 ▼犬の放し飼いは禁止です
　　 ▼事故を起こさないようしつけをしてください
　　 ▼犬・猫合わせて10頭以上飼う場合は保健所への届け出が必要です
         （生後91日未満を除く）
　　 ▼動物は責任をもって最後まで面倒をみましょう

11月20日㈰ 第1部11時～12時 第2部13時30分～14時30分〔ブランチテラス10時30分～15時（商品がなくなり次第終了）〕
会場21世紀の森と広場 光と風の広場(雨天の場合は広場の橋の下)　内容スティールパン等の演奏、飲食物等の販売　
出演者木村就

なる

生
お

 (スティールパン)・小針彩菜（同）・夏
なつ

音
ね

かほる(同)・林啓太(ドラム)・吉岡満則（ベース）　費用無料
21世紀の森と広場管理事務所☎345－8900

「秋の音色、あざやかに透きとおる」ドコでもシアター21世紀の森と広場

りりりりなりなり次り次

●広報まつど　2016年（平成 28年）11月 1日

4支給の可能性がある人には申請書を送付しています。ご提出はお早めに！　□問同給付金コールセンター☎366－8192



校吹奏楽部による演奏・和太鼓・餅つき・
野菜販売・フリーマーケット他　 シニア
交流センター☎343－0521

市長室ギャラリーを公開
11月8日㈫12時～15時　 市役所新
館5階市長室　 松戸美術会、松戸市書
道展運営委員会、松戸華道協会の協力に
より、市長室に展示している市民の皆さ
んの絵画、書道作品、生け花を公開　
秘書課☎366－7303

童謡コンサート ｢うたのおもちゃばこ｣
11月10日㈭11時～11時30分　 ふ
れあい22　演奏者日

ひ

向
が

野
の

のりえ氏（歌）、
德川眞弓氏（ピアノ）　 ふれあい22☎
383－0022

①福祉のしごと就職フェア・ｉｎちば②福祉
のおしごとセミナー
11月12日㈯①13時～16時②10時～
16時　 幕張メッセ国際会議場コンベン
ションホール他　 ①社会福祉施設等へ
の就職を希望する人　 当日会場で　
千葉県社会福祉協議会千葉県福祉人材セ
ンター☎043－222－1294

お知らせ

常盤平高齢者いきいき安心センターが
移転しました
　電話・FAX番号に変更はありません　
新住所常盤平2の24の2常盤平団地中央
商店街C－5　※詳細は市ホームページを
ご覧ください　 常盤平高齢者いきいき
安心センター☎330－6150

新規小規模保育施設①ひぐらし中央保育
園②ほほえみが開所します
開所予定日 12月1日㈭　所在地①日暮5の
190ドリーム八柱2階②秋山109の2　
保育期間月～土曜日7時～19時　 平成
28年4月1日現在0歳～2歳の子　 ①0
歳児2人、1歳児8人、2歳児9人②0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

平成28年分年末調整等説明会（事務手
続き、法定調書の書き方等）
11月①9日㈬②10日㈭③11日㈮各13
時30分～16時　 ①流山市文化会館②
市民会館③鎌ケ谷市総合福祉保健セン
ター　※公共交通機関等をご利用くださ
い　 松戸税務署法人課税第２部門（源
泉所得税担当）☎363－1171

今年は医師・歯科医師・薬剤師調査の
届出年です
提出期限平成29年1月16日㈪　 松戸健
康福祉センター（保健所）企画課☎361－
2139

狩猟期間が始まります
　狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟に
努めましょう　狩猟期間11月15日～平成
29年2月15日　 東葛飾地域振興事務
所地域環境保全課☎361－4048

平成29年度看護学生（看護科３年課程）
を募集
願書受付期間12月5日㈪～20日㈫8時30
分～12時15分、13時～17時まで（平日

㈭・15日㈫・20日㈰・25日㈮9時30分～
17時　 戸定歴史館☎362－2050

常盤平老人福祉センター（さくらセン
ター）文化祭
11月5日㈯・6日㈰9時～16時（6日㈰は
15時30分まで）　 華道、友禅染色、茶道、
手芸、陶芸、書道の作品展示　文化祭将
棋大会 11月5日㈯13時から　 トーナメ
ント戦（入賞者に賞品あり）　 市内在住
で60歳以上の人　 先着若干名　 直接
会場で　 同センター☎382－5125

全国・関東大会等で優秀な成績を収めた
学校の演奏を披露
11月5日㈯9時50分～11時30分　
森のホール21大ホール　出場予定校合唱
の部第一中、市立松戸高校　合奏の部第
一中、第四中、第六中、小金中　※満席
の場合入場制限あり　 指導課☎366－
7458

シニア交流センターまつり2016～絆・
世代を超えて～
11月5日㈯10時～14時　 シニア交流
センター（9時20分から馬橋駅西口発臨
時無料送迎バスを随時運行）　 小・中学

のみ）　一次試験日平成29年1月14日㈯
応募資格大学に入学する資格のある人　
募集人数40人　※入学案内（有料）販売
中　 市立病院附属看護専門学校☎367
－4444

市民税課短期アルバイト募集
期間 平成29年1月16日㈪～3月31日㈮
予定　時間9時45分～15時（予定）　
パソコン操作ができる事務経験者・学生
募集人数10人程度　時給850円（交通費
別途支給）　 事前連絡の上、履歴書（写
真添付）を持参し、直接市民税課（☎
366－7322）へ　※提出の際面談あり

臨時教職員候補者（講師）の登録会
　東葛飾教育事務所管内（松戸・柏・野田・
流山・我孫子・鎌ケ谷の各市）の小・中学
校に勤務を希望する講師の登録会を行いま
す　 11月10日㈭9時30分から（受け付
け9時から）　 東葛飾合同庁舎6階第1会
議室（市役所向かい）　※今年度勤務可能
な人は、随時受け付けます。事前に電話
の上、面談日を要予約　 千葉県教育庁
東葛飾教育事務所管理課☎361－2124

（公社）松戸市シルバー人材センター臨
時入会説明会
11月18日㈮10時から　 市民会館　
市内在住で健康な60歳以上の人　

同センター☎330－5005

講座・講演・催し

食で育む松戸の未来！～食育に関するパ
ネル展示・レシピ提供
11月1日㈫～7日㈪8時30分～17時（7
日は16時まで）　 市役所１階連絡通路
健康福祉政策課☎704－0055

庭から見よう戸定邸
　11月29日㈫から工事のため当面庭園
公開は中止します。今後の予定は広報な
どでお知らせします。なお、戸定邸は通
常通り開館します　 11月5日㈯・10日
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　ごみを減らすには、市民一人ひとりが「本当
に必要なものかを考える」「過剰な包装は辞退
する」ことが大切です。また、再使用・再利
用できるものはないかを考え、どうしても利用
できないものは分別ルールを守り排出してくだ
さい。

     

分別ルールを守り、
ごみ減量・リサイクル
にご協力ください

排出源別ごみ量推移　※（　）内は前年比％
平成25年度 平成26年度 平成27年度

家庭系 95,105t（△1.4） 93,826t（  △1.3） 93,928t（  　0.1）
事業系 36,639t（　1.1） 36,745t（  　0.3） 37,042t（  　0.8）
その他 1,593t（△9.6） 1,082t（△32.1） 873t（△19.3）
合計 133,336t（△0.9） 131,652t（  △1.3） 131,843t（　  0.1）

資源化量の推移
平成25年度 平成26年度 平成27年度

プラスチック資源化 5,200t 5,063t 5,041t
資源ごみ 11,703t 11,573t 11,563t
ペットボトル 1,416t 1,359t 1,361t
有害などのごみ 121t 118t 114t
集団回収 19,135t 18,335t 17,881t

資源化量の合計（A） 37,575t 36,448t 35,960t
総ごみ量（B）※ごみ量＋集団回収量 153,926t 151,386t 151,130t
リサイクル率（A÷B×100％） 24.4% 24.1% 23.8%

※ペットボトルの資源化量には、集団回収分が含まれています。

最終処分量の推移（資源化物を除く）市外:民間処理委託
平成25年度 平成26年度 平成27年度

焼却灰 13,685t 13,403t 13,335t
資源残さ等 2,070t 1,650t 1,702t
圧縮ごみ 1,318t 1,283t 1,313t
可燃物　 2,780t 4,575t 3,836t
計 19,853t 20,911t 20,186t

ごみ処理費用の推移
平成25年度 平成26年度 平成27年度

ごみ処理費用 70億5,262万円 73億317万円 61億7,344万円
1t当たり費用 52,893円 55,473円 46,824円
1世帯当たり費用 33,402円 34,255円 28,651円
1人当たり費用 14,686円 15,172円 12,775円

歳入:廃棄物処理手数料（一般廃棄物16.8円/kg、産業廃棄物29.4円/kg）
平成25年度 平成26年度 平成27年度

廃棄物処理手数料徴収額 7億2,414万円 7億4,344万円 7億5,018万円

※廃棄物処理手数料は、事業系ごみの処理や市民が自ら市清掃施設に搬入
した場合等に徴収しています。

問廃棄物対策課☎704－2010平成28年度版清掃事業の概要

ごみ量等の推移（ごみ量には集団回収量は含まれません）
平成25年度 平成26年度 平成27年度

人口 480,227 481,346 483,238
総ごみ量 133,336 131,652 131,843
前年比 △ 0.9 △ 1.3 0.1
原単位 760.7 749.3 745.4
前年比 △ 0.8 △ 1.5 △ 0.5

※人口は各年10月1日現在
※原単位＝市民1人が1日当たりに排出するごみ量
〔ごみ量÷人口÷年間日数〕

人
t
%
g

%

対象保護者とともに市内在住（国際人文科は
千葉県内在住）で、中学校もしくはこれに準
ずる学校を卒業、または平成29年3月卒業見
込みの人　定員普通科320人、国際人文科
40人
前期選抜  普通科は募集定員の60%以内を
学力検査・面接・適性検査および調査書等、
国際人文科は募集定員の100％以内を学力
検査・面接・作文および調査書等で選抜します。
入学願書等提出方法平成29年2月3日㈮9時
～16時30分・6日㈪9時～16時に同校で受
け付け　学力検査・科目2月13日㈪国語・
数学・英語・理科・社会、2月14日㈫面接お
よび適性検査（普通科）・作文検査（国際人
文科）　結果発表2月20日㈪9時から同校で
後期選抜  入学願書等提出方法2月23日㈭
9時～16時30分に同校で受け付け　学力検
査・科目3月1日㈬国語・数学・英語・理科・
社会、面接および調査書等　結果発表3月
7日㈫9時から同校で　※海外帰国生徒・中
国等帰国生徒の特別入学者選抜等はお問い
合わせください。

市立松戸高等学校の
入学者を募集します
問同校☎385－3201、学務課☎366－7457
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5 平成28年度臨時福祉給付金の申請期限は平成29年2月1日です。
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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

休業日日曜日、祝日、年末年始
月額利用料12,000円（準要保護世帯6,000円） 
※延長保育等、別途料金がかかる可能性があります。

直接通学予定の小学校区のクラブに申し込み（平日１３時～１８時）

  販売コーナー 市内の障害者福祉関係施設24団体による、食品と雑貨の販売

  音楽イベント（12日のみ）市内の音楽団体や障害者関連団体による吹奏楽・和太鼓など

  体験コーナー ◦福引抽選コーナー　◦バルーンアート　費用無料
◦手焼き煎餅（ワーク・ライフまつさと）　費用100円（2枚）　

  スタンプラリー 各販売コーナーを巡りスタンプを集めると、景品としてチーバくん
グッズがもらえます！　※スタンプの台紙がなくなり次第終了。

　就労等の理由で昼間家庭に保護者がいない小学生を対象とした、児童の健全な育
成を目的とする施設です。遊びや宿題をしながら保護者が帰宅するまでの間、児童
クラブで集団生活をします。平成28年度現在、11の社会福祉法人・NPOが、45カ所
の児童クラブを運営しています。市内のすべての公立小学校区に設置されています。

平成29年度 放課後児童クラブ 新規利用のご案内 要申込

人権講演会と合唱のつどい
12月4日㈰12時40分～15時30分（12時10分開場）　会場市民会館　内容新
潟産業大学経済学部准教授・蓮池薫氏による講演「夢と絆」、中学生人権作
文の朗読、第一中学校による合唱　定員先着1,000人　費用無料　※一時保
育あり（11月21日㈪までに、電話で行政経営課☎366－7311に要申込。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。

　困りごとや心配ごと、また、子どものいじめ問題での悩みごとなどがありましたら、遠慮
なくご相談ください。相談は無料で、秘密は堅く守られます。電話による相談も行っています。

12月2日㈮①10時～12時、13時～15時②10時30分～11
時30分（②は雨天中止）　会場①市役所行政経営課相談
コーナー②松戸駅東口デッキ　費用無料

12月4日㈰～10日㈯は人権週間 行政経営課☎366－7311

　夫・パートナーからの暴力や、ストーカー等の女性を
めぐる各種の人権問題について、「女性に対する暴力をな
くす運動」期間中、人権擁護委員が電話で相談に応じます。

日時11月14日㈪～18日㈮8時30分～19時、19日㈯・20日㈰10時
～17時　電話番号☎0570－070－810　対応者千葉県人権擁護委
員連合会女性人権擁護委員、千葉地方法務局人権擁護課職員

◆千葉地方法務局松戸支局☎363－6562
◆全国共通人権相談ダイヤル☎0570－003－110
◆女性の人権ホットライン☎0570－070－810
◆子どもの人権110番☎0120－007－110

あなたの人権は守られていますか　他人の人権を侵していませんか

全国一斉「女性の
人権ホットライン」

強化週間

12月3日～9日は、障害者基本法に
定められた「障害者週間」です

市では、人権が尊重され、市民一人ひとりが安心して暮らせるまちを築くことを目指しています。

子育て支援課
☎366－7347

放課後児童クラブ名 問い合わせ 対象小学校区 問い合わせ開始日
 社福・小金原福祉会
根木内 ☎345－0454 根木内 10/19㈬学校就学時健診後
風の子 ☎388－7724 常盤平第三 11/15㈫学校就学時健診後
馬橋 ☎344－9681 馬橋 11/11㈮学校就学時健診後
八ケ崎第二 ☎341－8423 八ケ崎第二 11/10㈭学校就学時健診後
 社福・ピスティスの会
相模台 ☎362－8604 相模台 11/17㈭・18㈮18時から　※
中部 ☎364－2625 中部 11/15㈫18時から　※
馬橋北 ☎701－7441 馬橋北 11/21㈪・22㈫18時から　※
 社福・ほほえみの会
たんぽぽ ☎367－7232 柿ノ木台 11/  8㈫学校就学時健診後
南部なかよし ☎365－1771 南部 10/21㈮学校就学時健診後
やきり ☎368－9036 矢切 11/  ２㈬学校就学時健診後
東部 ☎392－7809 東部 11/  ２㈬学校就学時健診後
 社福・松戸福祉会
古ケ崎 ☎361－1842 古ケ崎 10/20㈭学校就学時健診後
旭どんぐり ☎348－3061 旭町 11/  2㈬学校就学時健診後
上本郷第二 ☎368－8162 上本郷第二 10/17㈪学校就学時健診後
胡録台 ☎090－8727－7802 松ケ丘 10/26㈬学校就学時健診後
 ＮＰＯ・ねばぁらんど
栗っ子 ☎344－4472 栗ケ沢 10/28㈮学校就学時検診後
小金 ☎341－0406 小金 11/22㈫学校就学時健診後
新松戸 ☎340－3740 新松戸南 10/19㈬学校就学時検診後
ひまわり ☎384－0206 六実 10/20㈭学校就学時健診後
あかしあ ☎341－7077 新松戸西 10/26㈬学校就学時健診後
松飛台 ☎387－6979 松飛台 11/11㈮学校就学時健診後
幸谷 ☎348－4222 幸谷 11/  9㈬学校就学時健診後
社福・晴香
殿平賀 ☎343－7768 殿平賀 10/26㈬学校就学時健診後
六実第三 ☎388－9700 六実第三 11/ ８㈫学校就学時健診後

放課後児童クラブ名 問い合わせ 対象小学校区 問い合わせ開始日
 ＮＰＯ・松戸市学童保育の会
上本郷 ☎365－3276 上本郷 11/  7㈪学校就学時健診後
小金原 ☎345－0401 貝の花 11/22㈫学校就学時健診後
高塚 ☎391－4758 梨香台 11/10㈭学校就学時健診後
寒風台わんぱく ☎363－8400 寒風台 10/28㈮学校就学時健診後
小金北 ☎344－9735 小金北 10/25㈫学校就学時健診後
八柱 ☎392－5420 河原塚 11/  9㈬学校就学時健診後
大橋ありのみ ☎391－2617 大橋 10/17㈪学校就学時健診後
八ケ崎 ☎345－9322 八ケ崎 11/17㈭学校就学時健診後
横須賀 ☎345－6164 横須賀 11/  9㈬学校就学時健診後
松戸中央 ☎363－4110 北部 10/19㈬学校就学時健診後
高木 ☎389－5656 高木 10/20㈭学校就学時健診後
ひまわり第二 ☎385－5670 高木第二 10/25㈫学校就学時健診後
 ＮＰＯ・ＭＡＳＣ
牧の原 ☎384－4553 牧野原 11/26㈯17時から　※
常盤平第一 ☎385－5515 常盤平第一 11/26㈯17時から　※
常盤平 ☎387－2670 常盤平第二 11/12㈯13時から　※
 ＮＰＯ・いきいき杉の子会

杉の子会 ☎362－4857 稔台 11/25㈮19時から　※
11/26㈯14時から　※

 社福・さわらび福祉会
和名ケ谷 ☎391－8758 和名ケ谷 11/10㈭学校就学時健診後
東松戸 ☎710－5222 東松戸 11/  8㈫学校就学時健診後
 ＮＰＯ・すまいるキッズ　※４回とも同様の内容で開催します。いずれかにご参加ください。

松飛台第二 ☎387－3147 松飛台第二 11/26㈯13時から　※
金ケ作 ☎311－1572 金ケ作 12/  3㈯10時・16時から　※
六実第二 ☎384－2388 六実第二 11/26㈯10時から　※

平成29年度新規利用申し込み

～考えよう相手の気持ち
未来へつなげよう違いを認めあう心～みんなで築こう人権の世紀

各小学校の就学時健診時に運営法人より児童クラブの概要説明を予定しています。
※就学時健診時の説明の他に、各クラブ施設にて個別説明会を実施します。

蓮池薫氏

11月11日㈮・12日㈯ 10時～15時
※天候により中止となる場合があります。
会場 西口公園（ダイエー松戸西口店前）

　市内の障害者福祉施設で作製した商
品の販売や各種イベントを実施します。

障害福祉課☎366－7348

ふれあいフェスティバル障害者
週間記念

チーバくん
に会える！

12日は松戸さん
出勤予定！

①特設人権相談所
②市消防音楽隊「街頭啓発演奏会」



●広報まつど　2016年（平成28年）11月1日

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。

メーン会場での訓練

　オレンジリボンには、子どもへの虐待防止、パープルリボンには女性への暴力根絶のメッセージが込められています。 11月7日㈪～11日㈮の間、市役所
1階連絡通路でパネルの掲示や松戸まつりで市民の皆さんと作成したオレンジリボンツリー・パープルリボンツリーの展示、相談カードの配布を行います。

　児童虐待の早期発見・早期対応は、お子さんと保護者
を救う第一歩となります。「虐待を受けたと思われる子
どもがいる」「子育てに悩む親がいる」「出産や子育てに
悩んでいる」、そんなお子さんや保護者を見かけたらご
連絡ください。連絡は匿名でも可能です。連絡内容に関
する秘密は守られます。子どもにとって安心安全な地域
をつくっていきましょう。

　大雨や土砂災害、台風等による甚大な被害が予想される場合、市では早めの対応
を行っています。いざという時に地域住民・学校関連・防災関係機関等が連携して
適切な行動をとるため、避難所開設運営訓練を柱とする総合防災訓練を行います。

危機管理課☎366－7309

　災害対策本部を立ち上げ、
市内約180カ所の公共施設等
の他、災害医療協力病院や特
別養護老人ホームからの情報
収集を行います。

◦避難所運営訓練
HUG※によるシミュレーション訓練、避難所
セッティング訓練、避難所運営訓練を避難所と
なる市立小・中学校や地域住民が選択して行い
ます。また、野菊野を除く老人福祉センターで
は、福祉避難所の開設訓練を行います。
※HUG（ハグ=避難所運営ゲーム）=避難所に見立てた平面図
に避難者を適切に配置する模擬体験。

　全国瞬時警報システム（J
ジェイ

-A
アラート

LERT）を通じて、全国
一斉に緊急地震速報の訓練放送が配信されます。訓練
放送が流れたら机の下などに避難するなどの訓練等に
ご活用ください。
J-ALERTとは地震や津波、武力攻撃などの際、国から
各自治体へ瞬時に緊急情報を伝達するシステム

◦物資供給訓練
物資集配拠点に支援物資を集積し、避難所運営
訓練を実施している各会場へ輸送します。

　最近、ごみ集積所に布団や座いすなどの粗大ごみが捨てられる問題が起
きています。ごみ集積所は、市民の皆さんの管理とご協力により成り立っ
ています。ルールを守り、きれいなごみ集積所を心掛
けましょう。
　一辺の長さがおおむね50cm以上2m未満のごみは粗
大ごみです。品目によっては、大きさにかかわらず粗
大ごみになるものもあります。
廃棄の申し込み日曜日、祝日を除く毎日8時30分～17
時の間に、電話で粗大ごみ受付センター☎391－0007へ

　市民一人ひとりが「産官学民」の連携する松戸
の良さに気付き、ブランドを築いていくための方
法を一緒に考えてみませんか？
日時11月28日㈪13時15分～16時45分　会場聖徳大学10号館14階ホー
ル（松戸駅下車）　内容基調講演「2025年・松戸はどうなる？社会的イ
ンパクト視点で未来に備える」、パネルディスカッション他　講師NPO
日本ファンドレイジング協会事務局長・鴨

か も

崎
ざ き

貴
よ し

泰
ひ ろ

氏　定員先着40人　※
手話通訳・要約筆記あり（申し込み時相談）。 費用無料

電話で市民自治課☎366－7062へ

通報・連絡・相談先   緊急時は迷わず110番を！
◦子ども家庭相談課☎366－3941（平日9時～17時）、
　 mckodomosoudan@city.matsudo.chiba.jp
◦千葉県柏児童相談所☎04－7131－7175（平日9時～17時）
◦児童相談所全国共通ダイヤル☎1

いち

8
はや

9
く

（24時間365日対応）
◦子ども・家庭110番☎043－252－1152（24時間365日対応）
※市内全域の小学生・中学生に「こども相談カード」を配布し、
子どもからの相談にも対応しています。

連絡・相談先  身に危険が迫っている時は、110番または最寄りの警察署へ！
◦子ども家庭相談課☎366－3941（平日9時～17時）
◦松戸健康福祉センター（松戸保健所）☎361－6651（平日9時～17時）
◦県女性サポートセンター☎043－206－8002（24時間365日対応）

「さしのべて あなたのその手 いちはやく」
11月は児童虐待防止推進月間 ～オレンジリボンキャンペーン～

　             11月12日㈯～25日㈮は女性に対する暴力をなくす運動の実施期間 ～パープルリボンキャンペーン～

協働のまちづくり講演会 要申込

鴨崎貴泰氏

問環境業務課指導係☎366－7333
粗大ごみ、正しく出して美しいまちに

無線通信訓練

市内全体で行う各種訓練

学校名 訓練予定時間
北部小学校 9:00～11:00
高木第二小学校 9:00～12:00
栗ケ沢小学校 9:00～12:00
松飛台小学校 8:30～12:00
六実小学校 10:00～12:00
和名ケ谷小学校 10:30～12:00
貝の花小学校 9:00～11:00
新松戸南小学校 9:30～11:30
松飛台第二小学校 9:30～11:00
六実第三小学校 9:00～11:30
古ケ崎中学校 9:30～11:30

11月12日㈯に避難所運営訓練を実施する学校

六実中学校（駐車場は六実小学校）
◦避難所運営訓練 高齢者等が避難生活をする「福祉避難室」の開設や仮設トイレの組
 み立て他
◦研修体験ブース 初期消火や土のう積み、防災啓発、ライフライン機関等による展示
◦車両展示ブース 消防車両・白バイ等・特殊車両の展示、応急給水
◦トリアージ訓練 被災者の状態に応じた、医療関係者による診療や搬送の順位付け

防災行政無線を使った
緊急地震速報の訓練放送

      11月4日㈮

い ざ と い う 時 の た め に

松戸市総合防災訓練を実施します
9時30分～11時30分11月12日㈯

9時（事前の案内放送）、
10時頃（本番放送）

「自衛隊カレー」
を無料配布

ライフライン機関等
による展示

2025年の
松戸の未来を切り拓

ひ ら

く

HUGによるシミュレーション訓練 避難所運営訓練

　配偶者等からの暴力や、配偶者が生活
費を渡してくれない等で悩んでいません
か。婦人相談員がご相談をお受けします。

DVは犯罪です
ドメスティック・バイオレンス

松戸まつりでのキャンペーン

　決められた日の8時30分までに、種類ごとにごみ集積所に排出してく
ださい。「紙・布類」「ビン缶・金属類・有害などのごみ」「剪

せ ん

定
て い

枝・落葉・
草」はそれぞれ異なる車両で収集しているため、収集時間が異なります。

資源ごみ・有害などのごみ

布団やカーペット
は粗大ごみです



　

◆コンディショニングエクササイ
ズ
11月の毎週水曜日（23日を除く）
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
11月の①毎週水曜日（23日を除
く）11:00～12:00②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　定員
各先着30人　費用1回500円　
同体育館☎341－2242

◆ソフトバレーボール教室
11/6㈰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
◆①ピラティス②骨盤ヨガ
①11/7㈪・14㈪・21㈪ 各13:30
～14:30②11/8㈫・22㈫各13:30
～15:00　会場常盤平体育館　
対象18歳以上の人　定員各先着
30人　費用1回500円　 同体育
館☎386－0111
◆カローリング教室
11/9㈬17:30～20:30　会場
小金原体育館　対象小学生以上
（小学生は保護者同伴）　 スポー
ツ推進委員・市村☎342－6190

◆軽スポーツ、グラウンド・ゴ
ルフ教室
11/12㈯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
ポーツ推進委員・内田☎364－
8920
◆グラウンド・ゴルフ教室
11/13㈰9:00～13:00　会場馬
橋北小学校　 スポーツ推進委
員・矢野☎090－3107－0348
◆ファミリースポーツ教室
11/13㈰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
◆卓球・ラージ卓球①教室②大
会
①11/13㈰②11/20㈰各9:00
～12:00　会場松飛台第二小学
校　費用②100円　 スポーツ
推進委員・明

みょう どう

道☎090－9835－
1187
◆軽スポーツ、グラウンド・ゴ
ルフ教室
11/19㈯9:00～12:00　会場稔
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・高橋☎363－3064
◆初心者グラウンド・ゴルフ教室
11/20㈰9:00～12:00　会場
幸谷小学校　 スポーツ推進委
員・峯田☎341－2978

◆松戸市文化祭（舞踊大会）
11/3㈷10:00
松戸舞踊連合会・渋谷☎090－

2218－9532
◆松戸市文化祭（マジックフェ
スティバル）
11/6㈰13:00
松戸奇術会・岩田☎388－

2783
◆年末調整等説明会
11/10㈭13:30
松戸税務署源泉所得税担当☎

363－1171（自動音声で2番）
◆いじめ「0

ゼロ」教育実践研究会
第1回研究大会
11/12㈯13:00
同研究会・小野☎090－7028

－8728
◆松戸市文化祭（松戸市民謡連
盟大会）
11/13㈰9:30
同連盟・宮澤☎090－3001－

4030
◆生涯大学校浅間台学園祭
11/16㈬10:00
同校東葛飾学園浅間台校舎☎

368－1796
◆安全・安心シルバーフェスタ
inまつど
11/19㈯13:00
松戸警察署生活安全課☎369

－0110（代）
◆松戸市文化祭（吟詠の集い）
11/20㈰9:30
松戸市吟詠連盟・岩淵☎388－

0693
◆松戸市文化祭（日本舞踊大会）
11/23㈷10:30
松戸芸能会・渋谷☎04－7158

－5755、日本舞踊同好会・村山
☎363－9808
◆万作踊り大会
11/27㈰10:30
万作踊り保存会・下総☎070－

5026－7039
◆万作交友会舞踊まつり
11/27㈰13:00
同会・青柳☎090－4955－3459

◆児童文学講座 講師・長野ヒデ
子氏「かぞくと楽しむ絵本と紙
芝居」
11/1㈫10:30
子ども読書推進センター☎331

－0077
◆のぞみ会 生

カラ

オケ歌謡祭
11/4㈮9:30
同会☎090－3218－5527

◆あんり先生ピアノ教室「リトル
ピアニストコンサ－ト♪」
11/5㈯11:00
同教室☎727－0693

◆サックスアンサンブル レスポ
ア演奏会
11/5㈯18:30
志
し

知
ち

☎080－5515－4917
◆「江戸時代の交通と宿場の実
像」「南京玉すだれ」
11/6㈰13:00
松戸史談会・松田☎342－1764

◆竹内恵里のうたごえ喫茶　★
11/11㈮13:30
同実行委員会☎090－6046－

3133
◆松戸市文化祭（邦楽演奏会）
11/12㈯13:00
松戸邦楽会・山本☎386－

5726
◆平和の集い「地球のステ－ジ3」
11/13㈰13:00
総務課☎366－7305

◆合唱のひととき コ－ルブル－
メ＆アンクル－ズ
11/18㈮14:00
坂部☎388－8318

◆石井忠道前松戸国際高校野球
部監督～学生野球にかける夢～
11/19㈯16:30
松戸法人会事務局☎362－4201

◆（公社）松戸歯科医師会主催 
市民公開講座「食事の介護を考
える」
11/20㈰10:00
同医師会（月～水・金曜日のみ）

☎368－3553
◆秘蔵っ子カラオケ発表会
11/22㈫10:00
和田☎070－6564－5698

◆松戸市文化祭（秋の謡と仕舞
の会）
11/23㈷9:45
松戸謡曲連盟・加藤☎347－

0458
◆歌謡スタジオ「歌

か

練
れん

」歌謡祭
11/25㈮10:00
同スタジオ☎394－2223

◆東邦ちばミュ－ズの会オ－タム
コンサ－ト
11/26㈯13:30
瀬戸☎04－7196－4605

◆松戸ギタ－クラブ定期演奏会
11/26㈯18:30
同クラブ・永松☎342－3825

◆まつどピアノ教室発表会
11/27㈰①11:30　②12:45
同教室☎365－4620

◆松戸童謡の会 童謡を歌う（月
例会）　★
11/30㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆トラットリア交響楽団～クラ
シック名曲の夕べ～
11/18㈮19:00
会場小ホール　費用一般2,000円、
学生1,000円（当日券は500円増
し） 　※未就学児入場可（発売中）
◆しまじろうコンサート「しまじ
ろうとクリスマスのねがいごと」
12/2㈮①14:00②16:40、12/3
㈯・4㈰ 各 ①9:30②12:10③
14:50④17:30
会場大ホール　費用全席指定会
館特別価格2,280円（当日券2,400
円）　※3歳以上チケット必要　※
3歳未満膝上鑑賞無料（保護者1
人につき子ども1人のみ）（発売中）
◆「おかあさんといっしょ」ガラ
ピコぷ～ファミリーステージ
12/11㈰①13:30②16:30
会場大ホール　費用全席指定
2,600円　※1歳以上有料　※1
歳未満膝上無料（保護者1人につ
き子ども1人のみ）（発売中）
◆辻井伸行日本ツアー〈バッハ・
モーツァルト・ベートーヴェン〉
12/20㈫19:00
会場大ホール　費用S席6,800円、
A席5,800円、B席4,800円　※未
就学児不可　※車椅子で来場する
際はご購入前にチケットスペースへ
◆松戸市民芸術劇場 松戸市民
コンサート ベートーヴェン作曲
「ミサ・ソレムニス」
12/25㈰13:30
会場大ホール　費用全席自由
1,200円（当日券1,500円）　※未
就学児不可　※小学生以上有料
（発売中）
◆新春特選落語会 春風亭昇太・
柳家三三withナイツ
H29/1/7㈯14:00
会場大ホール　費用S席3,800円、
A席3,300円　※未就学児入場不
可（発売中）
◆民音タンゴ・シリーズ<48> 
ドラマチック・タンゴ「バンドネ
オンの匠」　オラシオ・ロモ・セ
ステート
H29/1/27㈮18:30
会場大ホール　費用S席6,500円、
A席6,000円、B席5,500円　※未
就学児不可（発売中）
◆ボニージャックス＆ベイビー・
ブー ジョイントコンサート
H29/2/25㈯①13:30②16:30
会場市民劇場　費用全席指定
5,000円　※未就学児不可（発
売中）

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/

※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

3 祝
新日本フィルハーモニー交
響楽団 ドラゴンクエストコ
ンサート　★

14:00
新日本フィル・チケッ
トボックス
☎03－5610－3815

12 土
THE YELLOW MONKEY　
SUPER JAPAN TOUR 2016
－SUBJECTIVE LATE　
SHOW－　★

18:00 ラウンド・アバウト☎03－6418－7205

23 祝

宝塚歌劇宙組全国ツアー松
戸公演　ミュージカル・ロ
マン　バレンシアの熱い花
ダイナミックショー　HOT　
EYES!!　★

14:00 森のホール21チケット
センター
☎384－333118:00

24 木
～時を超えて～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　★

14:00 MIN-ONインフォメー
ションセンター
☎03－3226－999918:30

27 日 クリスマス・ジョイントコンサート2016　★ 16:30 スタジオサキ☎03－3455－7422

30 水
山内惠介熱唱ライブ2016
～感謝の気持ちを歌に込め
て！～　★

14:00
アイエムオープロモー
ション
☎048－645－9009

小
ホ
ー
ル

6 日 まりむらバレエスクール発表会 15:30 同スクール☎700－5727

13 日 クピドバレエスタジオ発表会 16:00 同スタジオ☎050－3825－5725

18 金 トラットリア交響楽団～クラシック名曲の夕べ～　★ 19:00 同楽団事務局☎090－8584－6301

27 日 ファンタスティックコンサート 11:00 池本音楽教室☎368－0245

        内容   日程
① パソコン入門 12/  7㈬
② Word基礎〔全2回〕 12/  8㈭・15㈭
③ Excel基礎〔全2回〕 12/  7㈬・14㈬
④ タブレット(iPad)入門 12/  6㈫
⑤ タブレット(iPad)実用 12/13㈫
⑥ スマートフォン 12/20㈫
⑦ 年賀状 12/  6㈫
⑧ Wordで名刺・ラベル作成 12/22㈭
⑨ Wordでイラスト・表挿入 12/13㈫
⑩ Facebook 12/21㈬
⑪ LINE 12/15㈭
⑫ 個人授業 応相談

時間①④～⑥⑪⑫各9時～12時②③⑦～⑩各13時～16時　会場シニ
ア交流センター（④～⑥は常盤平市民センター）　対象40歳以上の人
費用①④～⑫各3,000円②③各6,000円（別途教材費各500円程度）
11月18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パソコン教室係 330－5008
（☎330－5005）へ

要申込

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

シ
ニ
ア
パ
ソ
コ
ン
教
室

　農業委員会等に関する法律の改正に伴い、下記の委員を公募します。
委員名 募集数 職務内容/報酬 任期

① 農業委員 14
人   

総会等での議決、農地の利用状況調査、
農地の権利移動などに関する現地調査、
農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生
防止・解消など/月額5万2,000円

平成29年7月20日

平成32年7月19日

②
（新設）
農地利用
最適化
推進委員

８
人

総会等への出席、担当地域での活動、農
地の利用状況調査、農地の権利移動など
に関する現地調査、農地の集積・集約化、
耕作放棄地の発生防止・解消など/月額4
万7,000円

平成29年7月20日
以降で委嘱を受け
た日～平成32年7
月19日

下記提出先窓口で配布または市ホームページからダウンロードした指定様
式に必要事項を記入し、必要書類を添えて11月7日㈪～12月2日㈮〔必着〕の
間に、持参または郵送で〒271－0073松戸市小根本7の8京葉ガスＦ松戸第2
ビル4階①農政課（☎366－7328）②農業委員会事務局（☎366－7387）へ

農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します

詳細は市ホームページをご覧ください。□問人事課給与班☎366－7306 8
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  救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。
休日土曜日夜間
歯科診療所
竹ケ花45の53
衛生会館2階
☎365－3430
土・日曜日・祝日
20時～23時

夜間小児
急病センター

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。

がん患者・家族「緩和ケア教室」
11月21日㈪14時～15時　会場市立病院4号館
地下1階会議室　内容スキンケアについて　定員
先着15人　費用無料
当日会場で
同病院がん診療対策室☎363－2171（内線

1667）

健康塾「薬局・薬剤師との上手な付き
合い方～くすりのリスクを共有し、安
全な服薬を目指しましょう～」要申込
11月29日㈫14時30分～16時　会場東松戸病院
会議室　講師同病院薬局長・塩地聖一　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

認知症予防教室〔全3回〕要申込
11月22日㈫・29日㈫、12月13日㈫各13時30
分～15時30分　会場特別養護老人ホームひまわ
りの丘（五香西）　内容折り紙を通して認知症を
予防　対象全日程参加できる市内在住の65歳以
上の人　定員先着25人　費用無料
11月10日㈭までに、電話で五香松飛台高齢者

いきいき安心センター☎385－3957へ

思春期になってあわてない！
親が学ぶ子どもの健康教育要申込
12月1日㈭10時～12時　会場ゆうまつど　講師

川島助産院院長・川島広江氏　定員先着40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、保育用品・おやつ代200円）
電話で男女共同参画課☎364－8778へ

市立病院市民医療セミナー要申込
11月①19㈯②③21日㈪①18時～19時②14時
30分～15時30分③18時30分～19時30分　会
場ゆうまつど　内容①糖尿病にならないために
～糖尿病予備軍からの脱出～②おくすりのギモ
ン・フアン受け付けます～薬との上手な付き合
い方～③抗がん剤の使い分け、使いこなし～「適
剤適所」の化学療法について～　講師同病院①
診療局長・時永耕太郎②薬局長・生島五郎③化
学療法内科部長・五

さ お と め

月女隆　定員各先着70人　
費用無料　※一時保育あり（要予約、先着8人、
1歳6カ月～小学2年生、おやつ代等200円）。
電話またはFAXに住所・氏名・電話番号・参

加日時を記入して、同病院地域連携課☎709－
4052、 363－1489へ

梨香苑「介護の集い」～おうちへ帰ろ
う～要申込
11月11日㈮14時～16時　会場同苑デイルーム
内容介護体験談・介護教室　定員先着30人　費
用無料
電話で同苑☎391－5500（内線6213）へ

市民公開講座「食事の介護を考える～
上手に食べてもらうため為のコツとヒ
ント」要申込
11月20日㈰10時～11時30分　会場市民劇場　

内容食事が楽しみになる介助、誤
ご

嚥
え ん

を防ぐ介助、
口
こ う

腔
く う

ケア等　講師松戸歯科医師会会員・岸田雄
大氏　定員先着300人　費用無料　※まつど健
康マイレージ5マイル対象。
11月11日㈮までに、電話で松戸歯科医師会☎
368－3553（月・火・水・金曜日10時～17時）へ

適正飲酒を心掛けましょう
　11月10日～16日はアルコール関連問題啓発
週間です。1日平均アルコール摂取量は約20gま
でとされています。大量に飲酒すると、急性ア
ルコール中毒や依存症の他、生活習慣病のリス
クも高まるといわれます。週に2日は休肝日を設
けましょう。また、女性は男性より少量、短期
間の飲酒で害を受けやすいので注意が必要です。

健康推進課☎366－7489

愛の献血
11月12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。　※松
戸献血ルームPureでは随時受け付けています（☎
703－1006）。
健康推進課☎366－7487

ビール
500ml

25%の
焼酎
100ml

ワイン
200ml

ウィスキー
60ml

7%の
チューハイ
350ml

日本酒
1合

アルコール20gはこれくらい

　運動不足を感じている人、しなやかな身体
になりたい人、健康づくりのきっかけが欲し
い人、ぜひご参加ください。

対象市内在住、在勤、在学の人
費用無料

対象次の全てにあてはまる母親と原則生後4カ月未満の赤ちゃん（①市内に住民
票がある②体調不良や育児に不安がある③家族等からの援助が受けられない）　
支援内容母親の心身の健康管理と生活面の指導、赤ちゃんの健康状態の観察ポイ
ント、乳房ケアや沐

も く

浴
よ く

・授乳等の育児指導、育児相談や育児情報
の提供等　※千葉県助産師会の助産師が自宅に訪問して支援しま
す。 費用1回1,000円（原則7回まで。住民税非課税世帯・生活保
護世帯の方は、減免があります）。  ※利用にあたっては母親と赤
ちゃんの体調、ご家族の状況等を詳しく伺います。 ※産後ケア事
業（宿泊型）も実施しています。
出産予定日の2カ月前～3週間前の間または利用の3週間前まで

に、電話で子ども家庭相談課母子保健担当室☎366－5180へ

時間11時30分～13時　内容血管年齢測定、ロ
コモ美立体操、筋力測定、スクエアステップ等
※3つのブースを回れば抽選会に参加できま
す。 参加応援団松戸市医師会、松戸歯科医師
会、松戸市薬剤師会、第一生命保険、ファイザー、
クリスタルスポーツクラブ、カーブス、人材パ
ワーアップセンター、松戸市社会福祉協議会

健康推進課☎366－7486

11月23日㈷10時～13時　会場運動公園体育館

マスコット
キャラクター・
けあら

ット
クター・

時間10時～11時30分　講師NPO全国ラジオ体
操連盟指導委員・桜田敬子氏　持ち物上履き、外
靴用の袋、飲み物、タオル　※動きやすい服装で
お越しください。　定員先着300人
電話で健康推進課☎366－7486へ

第2部・健康松戸21応援団フェス2016

第1部・ラジオ体操講習会 要申込（第1部のみ）

健康松戸21
応援団ステッカー

母親と赤ちゃん
の新生活を支援

産後ケア事業（訪問型）
を開始しました 要申込

松戸の健康づくりを応援している「健康松戸21
応援団」による体験型イベント

目からウロコ、効果バツグンのラジオ体操を伝授

まつど健康
マイレージ対象

集まれ！秋の健康まつり集まれ！秋の健康まつり
聖徳大学ジュニア夢カレッジ2 

12月11日㈰10時～16時30分　会場聖徳大
学（松戸駅下車）他　対象東葛地区在住・在
学の小学校4年～中学生　費用無料
11月25日㈮までに、Eメールにタイトル

「ジュニア夢カレッジ2参加希望」・参加者氏
名（ふりがな）・住所・電話番号・学校名・
学年・性別・保護者氏名・緊急連絡先・希望
のお仕事（第3希望まで）を記入して、同大
学生涯学習研究所 frontier@seitoku.ac.jp
へ　※当選者には参加票を郵送します。

お仕事 定員（抽選）
新聞記者 12人
パティシエ 15人
音楽療法士 15人
グラフィックデザイナー 10人
鉄道職員 6人
幼稚園教諭・保育士 10人
建築士 15人
エンジニア 10人
キャビンアテンダント 20人
弁護士 20人
心理カウンセラー 10人
管理栄養士 15人
看護師 10人
百貨店の仕事 6人
医師 15人

プロから学ぶプロから学ぶ
お仕事体験お仕事体験

同大学生涯学習研究所☎365－5691、
　子どもわかもの課☎366－7464

要申込

※定員は変更になる場合があります。

桜田敬子氏
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●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～
日程 時間 会場（駐車場はありません）

11/  8㈫ 10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
11/15㈫ 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）
11/18㈮ 10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
11/23㈷ 10:30～11:00 Ｅ－子どもの森ほっとるーむ新松戸
11/24㈭ 10:30～11:00 矢切公民館
11/25㈮ 10:30～11:00 常盤平児童福祉館
11/25㈮ 11:20～11:50 根木内こども館（晴香園内）
対象0～3歳くらいの子と保護者

日程 会場 申し込み先
11/12㈯ 我孫子市消費生活センター 我孫子市消費生活センター☎04－7185－1469
11/14㈪ 鎌ケ谷市役所相談室 鎌ケ谷市消費生活センター☎047－445－1240
11/16㈬ 松戸市役所議会棟第3委員会室 松戸市消費生活課☎366－7329
11/17㈭ 流山市消費生活センター 流山市消費生活センター☎04－7158－0999
11/18㈮ 野田市役所市民相談室 野田市消費生活センター☎04－7123－1084
11/19㈯ 柏市消費生活センター 柏市消費生活センター☎04－7163－5853

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

●小学校での読み聞かせ講座 要申込
①11月25日㈮②12月1日㈭各10時～12時　会場子ども読書推進センター
内容①日本の昔話絵本＆冬におすすめの本②クリスマス絵本＆世界の昔話絵
本　対象小学生の保護者　定員先着50人　
電話で子ども読書推進センター☎331－0077へ

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

●小さい子のためのおはなし会
11月4日㈮・8日㈫･10日㈭･15日㈫･18日㈮･22日㈫・24日㈭・25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
●市民センターおはなし会
日程 会場

11/11㈮ 明市民センター
11/15㈫ 小金原市民センター
11/16㈬ 常盤平市民センター
11/18㈮ 五香市民センター

日程 会場
11/22㈫ 小金市民センター
11/24㈭ 和名ケ谷スポーツセンター
11/25㈮ 馬橋市民センター

時間各15時30分～16時　対象幼児～小学生と保護者

時間各10時～16時　対象借金問題、出会い
系サイト、金融商品など消費者問題でお悩
みの人　定員各先着12人　費用無料
11月2日㈬から、電話で各申し込み先へ（６市合同）要申込

消費者問題相談会消費者問題相談会弁護士
による

①11月19日㈯②12月17日㈯各10時～12時30分　会
場勤労会館　内容①キャリアチェンジの働き方と志望
動機②シニアの面接対策　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歳以
上65歳未満の人　定員各先着30人　※同セミナーは
雇用保険受給中の就職活動実績となります。「雇用保
険受給資格者証」をお持ちの人は持参してください。
電話で商工振興課☎711－6377へ

①11月19日㈯

シニア
世代向け

再雇用促進セミナー再雇用促進セミナー
～55歳からの就職活動～ 要申込

◆①遺言・相続の法律相談会②弁護士・
司法書士・税理士による合同相談会③
法廷傍聴会
①11月15日㈫13時～16時（1人45分）
②12月3日㈯13時30分～16時30分③
12月7日㈬13時千葉県弁護士会松戸支
部（松戸駅下車）集合、16時解散　 ①
千葉県弁護士会松戸支部②柏商工会議所
（柏駅下車）　 先着①20人②24人③20
人　 11月①4日㈮②18日㈮各10時か
ら③18日㈮9時から、電話で同支部①②
☎366－6611③☎366－1211（平日の
み）へ
◆高齢者向け料理教室～あっという間
の簡単料理
11月17日 ㈭9時45分 ～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（材料費）
電話で松戸市特別養護老人ホーム連絡

協議会栄養ネットワーク・月井（松寿園
内）☎386－6357（平日9時～16時）へ
◆ともしび読書会
11月17日㈭10時～12時　 ゆうま

つど　 テキスト「こころ」夏目漱石著
200円　 電話で同会・山田☎385－

0607へ
●松戸市レディース卓球大会
11月18日㈮9時から　 運動公園体

育館　 ランク別個人戦　 市内在住・
在勤の女性　 1人800円　 11月8日
㈫までに、電話で松戸市レディース卓球
連盟・武井☎090－4628－5244へ
◆訪問看護基礎研修会
11月19日㈯9時30分～12時30分　
流山市生涯学習センター（TX流山セント
ラルパーク駅下車）　 看護師等の免許
を持つ現在就業していない人他　 先着
15人　 電話で千葉県看護協会☎043－
245－1712へ
◆江戸川探鳥会
11月19日㈯9時松戸駅西口デッキ集

合、12時解散〔雨天中止〕　 江戸川河
川敷　 200円　 日本野鳥の会千葉
県・鈴木☎362－3714
●混声合唱団リンリーズ練習見学会
11月19日㈯・26日㈯各10時～12時

30分　 明市民センター　 同団体・
浅井☎090－1111－5825
◆矢切バードウオッチングの集い
11月19日㈯10時野菊の墓文学碑（北

総線矢切駅下車）前集合、12時解散〔雨
天中止〕　 双眼鏡（なくても可）、筆記
用具　 松戸市矢切・小山地区外環対策
協議会・浅井☎364－6356
◆発語の遅い子の子育て支援講習
11月19日㈯14時～16時　 ふれあ

い22　 声を育てる紙芝居と自然な発
語方法の紹介他　 先着50人　 電話
でNPO感声アイモ☎711－7111へ
◆フラワーアレンジメント・プリザー
ブドフラワー作品展
11月19日㈯14時～18時・20日㈰9時

～16時30分　 六実市民センター別館
フラワーサークルアイビー・佐藤☎

090－1406－1775
◆雷門小助六の落語を楽しむ会
11月19日㈯16時30分～18時　 六

実市民センター別館　 先着100人　
500円　 五香六実六高台原爆写真

展実行委員会・荒木☎080－1366－
8984
●作って！観て！楽しい人形劇
11月23日㈷10時～12時30分　 子

ども読書推進センター　 聖徳大学准
教授・掃

はき

守
もり

純一郎氏　 小学生以上　
1,000円　 NPO子どもっとまつど・
駒
こま

口
ぐち

☎344－2272（月・水・金曜日10
時～16時）
◆木目込み人形で干

え

支
と

「とり」を創る
〔全2回〕
11月23日㈷・29日㈫各10時～12時
馬橋市民センター　 先着20人　

3,500円（材料代）　 電話で木目込み
人形サークル・羽

は

川
がわ

☎342－8229へ
◆勤労感謝の日特別労働相談会
11月23日㈷10時～16時　 千葉県

社労士会東葛支部事務局（新松戸駅下車）
先着5人　 電話で同会☎043－224

－8701へ
◆ガールスカウトカフェ
11月23日㈷10時～13時　 稔台市

民センター　 ゲーム、スイーツ作り他

電話でガールスカウト千葉24団・日
ひゅう

向
が

野
の

☎345－0582へ
◆老後不安解決の道～成年後見制度
11月23日㈷13時～16時　 常盤平

市民センター　 先着120人　 500円
電話で豊かな高齢期をつくる松戸市

連絡会・樋口☎090－2222－2769へ
●カンフーフィットネス教室
11月25日㈮19時～21時　 新松戸

南中学校　 20歳以上の人　※親子（5
歳以上）も可　 先着10人　 1,000円
電話で新松戸カンフークラブ・長塚☎

090－5754－8925へ
●松戸市パークゴルフ大会
11月26日㈯8時～12時、午後フリー
オスカー船橋パークゴルフ場（北総線

小室駅下車）　 36ホールストロークプ
レー　 10歳以上の人　 1,700円（会
員1,600円）　 電話で松戸市パークゴル
フ協会・川田☎090－2148－0017へ
◆松戸駐屯地創立64周年記念式典
11月26日㈯9時～14時40分〔小雨決

行〕　 同駐屯地　※駐車場はありませ
ん　 陸上自衛隊松戸駐屯地広報班☎
387－2171（内線234）
◆元最高裁長官が語る成熟社会の未来
像「超高齢社会をどう生きるか～ス
モール イズ ビューティフルの勧め」
11月26日㈯13時30分～16時　 け

やきプラザ（JR我孫子駅下車）　 山口
繁氏　 先着500人（申込不要）　 東
葛市民後見人の会事務局☎04－7187－
5657
◆けん玉教室
11月26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
●松戸ギタークラブ定期演奏会
11月26日㈯18時30分～20時30分　
市民劇場　 同クラブ・永松☎342－

3825
●生涯学習セミナー「心新たに生きる」
11月27日㈰10時～16時　 常盤平

市民センター　 筆記用具　 2,000円
FAXで松戸モラロジー事務所・浮

うき

ケ
が

谷
や

392－2286（☎391－2791）へ

◆つくしバザー
11月30日㈬10時～12時　 県立つく
し特別支援学校　※11月8日㈫～28日㈪
の間、物品提供も受け付け　 同実行委
員会☎394－5530（平日9時～14時）
◆障害者差別解消法講演会
11月30日㈬18時30分～20時30分　
ふれあい22　 東葛総合法律事務所

弁護士・萩原得
のり

誉
やす

氏　 先着150人　
500円（資料代）　 電話でわかば園・
茂呂☎384－0165へ
◆ちば里山カレッジフォローアップ研修
12月3日㈯9時～17時　 千葉県緑化
推進拠点施設（袖ケ浦市）他　 講義、
観察会　 先着30人　 1,000円（資料
代・バス代・傷害保険料含む）　 11月
30日㈬までに、電話でNPOちば里山セ
ンター☎0438－62－8895へ
◆シニア初中級者テニス教室
12月～平成29年3月の毎週水曜また

は金曜日の9時～11時、11時～13時、13
時～15時　 松戸テニス倶楽部（金ケ
作）　 10,800円　 11月25日㈮まで
に、電話でシニアテニス世話人・木瀬☎
342－0803へ
◆パソコン初心者講習
12月31日㈯までの希望日①11時～

13時 ②13時30分 ～15時30分 ③15時
40分～17時40分　 NPO快適IT空間
松戸教室（市民劇場向かい）　 年賀状
作り他　 各2人　 2,000円　 電話
で同団体・石井☎703－7284へ
●松戸シティフィル・ファミリーコン
サート（出演者募集）
平成29年8月27日㈰　 森のホール21
小・中学生・高校生（ピアノ・弦楽器・
管楽器）　 12月20日㈫〔必着〕までに、
松戸シティフィルハーモニー管弦楽団の
ホームページ（ http://matsudocpo.
music.coocan.jp/）からダウンロードし
た願書に必要事項を記入して、Eメールで
同楽団 matsudo_cpo@mbr.nifty.com
〔桑原☎343－9390（夜間のみ）〕へ

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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◆秋の江戸川カッパ市
11月3日㈷10時～15時　 江戸川河

川敷（樋野口排水機場付近）　 フリー
マーケット、Ｅボート他　 同実行委員
会事務局☎330－3450
◆いも煮会
11月3日㈷11時～15時〔小雨決行、

雨天時は11月5日㈯〕  江戸川河川敷
（JR常磐線江戸川鉄橋沿い）  松戸テニ
スクラブ☎362－3047
◆健康麻雀体験会
11月①3日㈷・8日㈫②5日㈯・7日㈪・

9日㈬③10日㈭・15日㈫④⑤11日㈮⑥
14日㈪①～④⑥各12時～17時⑤12時
～16時　 ①馬橋市民センター②⑤稔
台市民センター③青少年会館④五香市
民センター⑥常盤平市民センター　
⑤のみ初級者　 1日①～④⑥800円⑤
1,000円　 電話でNPO健康麻雀クラブ
やまが・徳光☎090－8583－1506へ
◆女性司法書士に何でもきいてみよう
相続・遺言・成年後見の相談会
11月5日～26日の毎週土曜日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（水・日曜日、祝日除く）へ
●市民詩吟教室
11月5日㈯、12月3日㈯各17時～19

時　 市民会館　 市民詩吟同好会・
佐々木☎342－8230

●①インナーバランスエクササイズ（く
びれ復活・ズンバ編）②Emiの樹スポー
ツ祭り
①A11月6日～平成29年1月29日の

毎週日曜日（11月20日、12月25日、1月
1日を除く）B11月10日～平成29年1月
26日の毎週木曜日（12月29日、1月5日
を除く）各9時50分～11時20分②11月
20日㈰9時～13時　 ①Emiの樹スタ
ジオ②小金原体育館　 ①バランス
ボールを使ったエクササイズ他②ズン
バ、バドミントン、卓球、バスケットボー
ル他　 ①A基礎と応用B基礎を習得
したい人　 ①各先着7人②先着30人　
①1,500円から②500円（会員350円）
FAXでNPO総合型スポーツクラブ

Emiの樹ダイエットフロンティア・内田
☎ 340－1663へ
◆わんぱくまつり
11月6日㈰10時～13時　 寒風台小

学校校庭〔雨天時体育館〕　 寒風台わ
んぱく放課後児童クラブ・村越☎363－
8400
●アーチェリー初心者教室〔全４回〕
11月6日～27日の毎週日曜日13時～

16時　 運動公園体育館多目的室2　
中学生以上　 先着8人　 3,200円
電話で松戸市アーチェリー協会・浜辺

☎342－4706へ
◆年賀状作成講座
11月7日㈪・21日㈪・28日㈪各13時

～15時　 NPO松戸ITVネットワーク
教室（松戸根本郵便局近く）　 各先着
4人　 1回2,000円　 電話で同会☎
331－0880（月・水・金曜日10時～16
時）へ
●大ぜいの前でのスピーチ力を高める
話し方教室〔全8回〕
11月7日㈪・21日㈪、12月12日㈪・

19日㈪、平成29年1月23日㈪、2月13
日㈪・27日㈪、3月13日㈪各13時30分
～15時30分　 勤労会館　 筆記用具
8,000円（別途テキスト代1,000円）
HR松戸話し方研究会・中島☎090－

2147－7612（夜間のみ）
●水彩画スケッチ研修会
11月8日㈫・9日㈬・12日㈯各10時

21世紀の森と広場パークセンター前集
合、12時解散〔雨天中止〕　 持ってい
る人は水彩画道具　 グル－プK・二

に

瓶
へい

☎349－0834（昼間のみ）
◆古事記の成立とその時代を考える
11月8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
●歌謡体操（脳と体の活性）〔全2回〕
11月8日㈫・15日㈫各14時～15時　
馬橋市民センター　 60歳以上の女

性　 先着5人　 500円　 電話で歌
謡体操・小関☎080－5718－2973へ
●健康体操教室（ストレッチ、リズム
体操等）
11月9日㈬・16日㈬・30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
◆みんながつながる松特祭
11月12日㈯9時55分～14時　 県立

松戸特別支援学校　 同校・藤原☎388
－2128
◆ふれあいさんま祭り
11月12日㈯11時～14時　 ふれあ

いネットまつど事務所前駐車場（JR北
小金駅下車）　 女川漁港直送のさんま
を味わう　 先着200人　 500円　
11月11日㈮までに、電話で認定NPOた
すけあいの会ふれあいネットまつど事務
局☎346－2052へ
◆お祭囃

ばや

子
し

・獅子舞・神
かぐ

楽
ら

見学会
11月 ①12日 ㈯18時 ～20時 ②21日

㈪・28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
●みんなで遊ぼう!!自然体験学級
11月13日 ㈰9時30分 ～12時30分　
21世紀の森と広場　 先着200人　
100円　 松戸市スカウト連絡協議

会・梶
かじ

☎080－3918－6140
◆はなみずき公園チャリティーフリー
マーケット（出店者募集）
11月13日㈰10時～14時　 常盤平は
なみずき公園（新京成常盤平駅下車）　
先着70人　 1,000円　 電話で（社

福）彩会フリマ実行委員会・平山（池亀
小児科医院内）☎387－7742（水曜日除
く平日午前）へ
◆モンテッソーリ教育の子育て講座
11月14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（託児あり）　 1,000
円　 電話でままぷりも ・玉

たま

巻
まき

☎090
－7818－2091へ
●あすなろ会洋画展
11月15日 ㈫ ～20日 ㈰10時 ～18時

（初日は13時から、最終日は16時まで）
文化ホール　 あすなろ会・森田☎

346－3606
◆税理士による無料税金相談会
11月15日㈫10時～12時、13時～15

時（予約不要）　 市役所1階連絡通路
千葉県税理士会松戸支部☎366－

2174（平日のみ）

　手作り甲冑、徳川慶喜の甲冑（レプリカ）
を観ながら、おいしいお茶を楽しみませんか。

カフェ＆甲
か っ

冑
ち ゅ う

11月12日㈯・13日㈰ 各10時～15時

会場戸定が丘歴史公園内松雲亭　定員先着100人　費用500円（将軍珈
コーヒー

琲、抹茶、
ぜんざい）
松戸手作り甲冑愛好会・知

ち

久
く

☎080－5438－4039

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）
…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

12月3日㈯14時～16時30分　会場子ども読書推進センター　内容くらしに役立つ身近な法律講
座、身近な事例とデータベースの活用　講師流通経済大学講師・大塚哲也氏、第一法規㈱・山内
享
み ち

郎
ろ う

氏　対象パソコンの基本操作のできる人　定員先着10人　費用無料
電話で図書館☎365－5115へ

松戸市学官連携事業 要申込

図書館活用講座

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。

相談名 期　日 時　間 会　場 問い合わせ
市政・一般民事 平日 8:30 ～17:00★

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

広報広聴課
広聴担当室
（一般民事相談

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

行政書士相談
事務局予約専用
☎368－0779
（平日9時～17時）

法律相談
（随時予約）

第1～4月・火・木
（第1月を除く） 13:00 ～17:00

第1月 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 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、第1金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
（第1木を除く）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
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●広報まつど　2016年（平成 28年）11月 1日

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



12広報まつどは、グリーン購入法に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。

※確定値により修正される場合があります。

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）。

内容地場野菜・青果・水産物の即売、マグロの解体、和太鼓・和名
ケ谷中学校吹奏楽部の演奏、消防署チビッ子レスキュー、ミニSL、
ふわふわドーム他　交通松戸駅東口から無料シャトルバスまたは新京
成バス「三矢小台」「野菊野団地」行きで「総合市場前」下車

同祭実行委員会事務局☎363－2222

068

松戸市南部市場祭 11月6日㈰8時～13時〔雨天決行〕
会場同市場

　松戸競輪場のバンク（競走路）を一般開放します。
松戸競輪場は、2020年東京オリンピックの自転車
競技で、オランダ代表選手団の合宿地となります。

時間 内容
13:00から、14:00から バンクウオーキング
13:30から、14:30から バンク体験会

15:00から バンクウオーキング、
バンクに落書き

松戸競輪場☎362－2181（代表）歩いて 走って

in3
さ ん

3
さ ん

バンク体験会   松戸けいりん
11月20日㈰　費用無料

※バンク体験会は平面部を一般自転車で走行。
※人気ガールズケイリン選手が来場！デモンストレーションも実施予定。

◦自転車の持ち込みはできません
（自転車はお貸しします）
◦駐車場は混み合い
ますので、公共機関
をご利用ください
◦詳細は松戸競輪
ホームページをご覧
ください

注意事項

　市の子育て支援を広く知ってもらうため、PR動画を
制作しました。近隣の映画館でCMとして上映してい
ます。市公式ホームページ・YouTubeでもご覧いただ
けます。
映画CM上映館MOVIX亀有・柏の葉（平
成29年3月31日㈮まで）、TOHOシネ
マズ西新井・市川コルトンプラザ（12
月17日㈯～平成29年1月13日㈮、平
成29年3月18日㈯～31日㈮）　※上記
期間中、全スクリーンで上映します。

県内市町村初

動画サイト
「YouTube」

映画館で子育て支援
PR動画上映 子ども政策課

　☎704－4007

F
ファミリー

amily S
サポート

upport No.1 ①11月25日㈮②12月9日㈮各9時30分東松戸駅ロータリー集合、15時現地解
散　会場旧齋藤邸　講師学習支援専門員　対象市内在住・在勤の人　定員各
15人（抽選）　持ち物水彩絵の具・昼食　費用無料

11月10日㈭〔必着〕までに、往復はがきにイベント名「絵手紙つくり」・希望日（①ま
たは②）・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・返信用宛名を記入して、
〒271－8588松戸市役所　社会教育課（☎366－7462）へ　※往復はがき１枚につき１
イベント（本人のみ）の申し込み。　※定員に満たない場合は11月11日㈮から電話で受
け付け。

絵手紙つくり旧齋藤邸で
竹
ち く

紙
し

漉
す

き体験
要申込

　10月13日に矢切小学校で収穫祭が開催され、稲の収穫を
祝いました。矢切小学校では「全校稲作活動」として、毎年
協力農家や地域の方の協力で田植えから稲刈りまでを行っ
ています。今年は230kgのお米を収穫できました。
　収穫祭は、児童がおにぎり作りや巻き寿司作り等に挑戦し
たことを発表した他、収穫した野菜を飾りつけるなどの工夫を凝らした神

み

輿
こ し

を披露しまし
た。収穫祭の後は、収穫したお米を使ったカレーライスに舌鼓。大地の恵みに感謝しました。

矢切小学校で収穫祭豊作に感謝

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
お気に入りの靴をはいて「ジィジィー」
と元気な声と笑顔で遊びに来てくれ
ます。楽しい時間をありがとう！

平成27年11月生
11カ月になり目が離せな
くなりましたが、可愛さは
倍増しました☆

平成28年7月生
お腹にいるときから「渚ちゃん、早くうま
れておいでよ」とみんなで声をかけて楽し
みにしていました。元気に大きくなってね。

吉よ
し

井い

祥さ
き

都と

ち
ゃ
ん

彩
あ や

乃
の

ちゃん 鈴
す ず

木
き

渚
な

月
つ

ちゃん

羽
は

賀
が

理
ま さ

之
ゆ き

さんに『松戸市民栄誉賞』
　リオデジャネイロパラリンピックのウィルチェアーラグ
ビー（車いすラグビー）で銅メダルを獲得した松戸市在
住の羽賀理之さん（31歳）に、『松戸市民栄誉賞』を授
与しました。4年前天皇陛下の心臓手術を執刀した天

あ ま

野
の

篤
あつし

先生以来で、7人目の受賞になります。
　羽賀選手は松戸市民として初のメダリストという快挙
を成し遂げただけでなく、その姿は松戸の子どもたち
に勇気と希望と感動を与えるものですから、松戸市民
栄誉賞に十分に値するものだと思います。市民みんな
で祝福しましょう。さらに、2020年の東京パラリンピッ
ク出場に向けて頑張っていただけるよう、みんなで応援
しましょう。
　さて、松戸市では、市内外の皆さんに松戸の魅力を
知ってもらえるようPR活動を行っています。10月8日に
は、J:COMテレビの全国放送「ご当地サタデー♪」で、
1時間たっぷりと松戸市が紹介されました。司会は八木
亜希子さん、ゲストは松戸市に住んでいた女優の高木
美保さん。まつどやさしい暮らしラボのメンバーととも
に私も出演し、住みやすく魅力にあふれた松戸を楽しく
PRしてきました。
　さらに、松戸市が誇るさまざまな子育て支援を伝え
るPR動画を、近隣の映画館でCM上映しています。子
育てのしやすさをPRすることで、近隣市の子育て世代
の皆さんに松戸市をよく知っていただくためです。
　これからも住みやすく、育てやすく、愛着の持てるま
ちづくりとともに、積極的なPR活動を進めていきたい
と思っています。
　10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震
で、松戸市と災害時の相互応援協定を結んでいる倉吉
市が被災しました。早速当日、危機管理課職員2人を
倉吉市に向かわせ、同22日に500mlのミネラルウオー
ター480本を直接、石田耕太郎倉吉市長に届けました。
その後、石田市長からの要請を受け、追加で1,500人
分の食糧を発送しました。被災地の一日も早い復旧・
復興をお祈り申し上げます。

人口 485,803人 
世帯 219,139世帯 

男　　241,642人
女　　244,161人

〔＋ 214 〕
〔＋ 216 〕

〔＋ 89 〕
〔＋ 125 〕

人口と世帯（平成28年10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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