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新緑を全身で感じよう!

ゴールデンウイークは21世紀の森と広場へ
まぶしい太陽と新緑が輝く季節です。松戸の中心にある 21 世紀の森と
広場には、子どもから大人まで、自然と触れあって楽しめるイベントがいっ
ぱい。緑に包まれた広場で一緒に深呼吸しませんか ?

4月29日㈷

9時30分〜15時
〔小雨決行〕

緑の恩恵に感謝しよう
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21世紀の森と広場

★緑と花のフェスティバル
★こども祭り
会場：つどいの広場

★松戸モリヒロフェスタ
会場：水とこかげの広場
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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

緑と花のフェスティバル２０１7
同フェスティバル実行委員会事務局〔
（公財）松戸みどりと花の基金〕
☎ 710 − 2851
会場同公園
（つどいの広場） 内容植木・草花・野菜の販売、自然素材を使っ
た工作、輪投げ・グリーンラリーなどのゲーム、飲食物の販売、舞台発表他

5月5日㈷・6日㈯

10時〜16時
〔小雨決行、荒天中止〕

遊んで 学んで 見て 聴いて 食べて

松戸モリヒロフェスタ
こどもの王国

21世紀の森と広場管理事務所
☎ 345−8900

会場同公園
（水とこかげの広場、広場の橋の下ステージ、
千駄堀池のほとり）

モリヒロ
キッズパーク
5日㈷10時〜15時
内容コマ対戦教室、化粧水
作り教室、紙芝居教室、ア
クセサリー作り教室、森の
子ども館、落ち葉プール他

5月3日㈷

10時〜15時
〔雨天の場合4日㈷に順延〕

君は何から楽しむ？

こども祭り

モリヒロキッズパーク

こども祭り実行委員会事務局（子
どもわかもの課 ) ☎ 366−7464
（当日は、同祭り実行委員会
☎ 090−1773−7464）
中央ステージショー
会場同公園
（つどいの広場） 費用無料
※催し物は、都合により内容・時間が変更になる場合があります。

いくつ回れるかな?
30以上の楽しいイベントがいっぱい!

わんぱく相撲、ストライクボード、昔の遊び創作、防災クイズ、起震車体
験、白バイ・パトカーの展示、スーパー紙とんぼ、子育て相談と遊びなど

中央ステージショー

子どもたちによる吹奏楽の演奏やダブ
ルダッチ・空手の集団演舞などの迫
力あるパフォーマンス

6日㈯1回目11時から、2回目
14時から
内容劇団四季出身シンガーや
ダンサー、そしてミュージシャ
ンによるリトミックと音楽を
融合した参加型コンサート

松戸集まるしぇ

モリヒロ
キッズパーク

5日㈷・6日㈯10時〜16時
内容キッチンカーや飲食屋台が17店
舗出店

モリヒロキッズシネマ

こどもエコみこし

みんなで作ってねり歩こう

モリヒロ
キッズコンサート♪

こどもエコみこし

5日㈷・6日㈯10時〜16時の間に随時上映
会場パークセンター
内容世界の名作アニメ映画を無料上映

5 月1日㈪は固定資産税・都市計画税（償却資産を含む）第 1 期の納期限です。

松戸集まるしぇ

収納課☎ 366−7325
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平成29年度

松戸市の予算をお知らせします

今年度の主な事業について紹介します。予算の規模は全体で、3,184億
9,891万9千円、前年度比0.3%減となりました。このうち、一般会計の総額は
1,457億5千万円で、前年度比4.4%減となりました。
平成29年度は、健全財政の確保を基本としながら、できるだけ将来の負担
を抑制し、子育て・教育・文化を軸として元気な街づくりに必要な施策を積極
的に取り入れた予算となっています。
予算書・予算の概要は行政資料センターでご覧になれます。また予算の概要
は市ホームページでも公開しています。

一般会計予算

平成２9年度当初予算
市の予算は、予算の本体
である一般会計のほか、特
定の歳入を歳出にあてる7つ 内
の特別会計、独立採算を原 訳
則とする2つの企業会計の3
つに分かれています。
内
訳

※分かりやすくするため、グラフは千万円単位にしています。
（ ）内は構成比。
※端数処理の関係上、合計と一致しないことがあります。

歳入 1,457億5千万円

地方特例交付金

3億4千万円（0.2%）

地方譲与税7億6千万円（0.5%）
地方交付税52億5千万円（3.6%）
地方消費税交付金
65億円（4.5%）

85億3千万円（5.9%）

市債

113億6千万円
（7.8%）

国庫支出金

57億8千万円（4.0%）

使用料および手数料31億2千万円（2.2%）
市民税・固定資産税・市たばこ税・都市計画税など
特別会計・基金から受け入れるお金
市の施設などを使用した人や、特定のサービスを受けた人からの対価
諸収入・分担金および負担金など

国庫支出金

国が交付する負担金・補助金・委託金

市債

市が国や金融機関などから長期に借りるお金
県が交付する負担金・補助金・委託金
地方消費税のうち市町村分として県から交付されるもの
市が標準的な仕事をしていく上で必要な経費を算出し国から交付されるもの
国税として徴収する自動車重量税等から配分されるもの

地方特例交付金

国の施策による減収を補てんするために交付されるもの

その他依存財源

自動車取得税交付金・利子割交付金など

737億3千万円
（50.6%）

144億8千万円（9.9%）

衛生費

165億8千万円（11.4%）

歳出の説明

民生費 保育所運営などの子どものための支援や高齢者、障がい者などへの福祉サービスに使う費用
土木費 道路、河川、公園など都市基盤の整備に使う費用
教育費 小・中学校の運営、図書館・博物館の運営など、教育や文化スポーツ振興に使う費用
衛生費 検診、予防接種など保健衛生の充実やごみ対策などに使う費用
総務費 市役所の事務管理や広報まつどの発行などに使う費用
公債費 市債の返済に使う費用
消防費 消防や防災対策などに使う費用
その他 議会費・商工費・災害復旧費など

性質別歳出予算
金額

構成比

扶助費（生活保護費、各種措置費など）

区分

４６２億５千万円

31.7%

人件費（職員の給与や議員報酬など）

２５４億７千万円

17.5%

物件費（消耗品費、光熱水費、委託料など）

２２９億7千万円

15.8%

普通建設事業費（公共施設の新増設等の経費）

１２４億1千万円

8.5%

その他（補助費等、繰出金、公債費、維持補修費など）

３８６億５千万円

26.5%

１，
４５７億５千万円

100.0%

合計

主な事業

市民１人当たりの予算額 ２９６，
１２０円（一般会計）
民生費
土木費
●教育費
●衛生費
●

子育て

●

● 保育所運営委託事業……49億4,484万円

民間保育所の運営を委託します。平成28年度中に新設
した5カ所を加え、49カ所へ拡大します。

149,796円
29,416円
26,047円
33,680円

総務費
公債費
●消防費
●その他
●
●

※人口は平成29年1月1日現在492,199人（住民基本台帳）で計算

20,190円
19,584円
12,480円
4,927円

地域型保育関係経費……17億5,249万円

小規模保育施設を10カ所新設し、待機児童の解消を図ります。

民間保育所建設費補助金……5億6,214万円

●

認定子ども園整備業務……2億8,500万円

●

民間保育所の新設2カ所および建て替え1カ所に対する補助を行います。

国際理解教育推進業務……1億392万円

小学校1年生から中学校3年生までの9年間を通して一貫した英語教育に取り組みます。

文化の香りのする街構築事業……3,031万円
へい

多くの海外アーティストを招聘し文化国際交流を行うなど、地域活性化に資する文化
プロジェクトを実施します。

認定子ども園の新設1カ所に対する補助を行います。

● こどもの未来応援関係経費……8億8,514万円

「貧困の連鎖」
「児童虐待」「いじめ」などへの対応を強化し、子どもの明るい未来を
応援します。

にぎ

まちが再生し、賑わいのあるまちづくり
● まちづくり基本構想推進業務……1億529万円

まちづくり基本構想に基づく個別基本事業計画の策定を行い、松戸駅周辺の活性化
を図ります。

●

民生費

土木費

675億円
（46.3%）

繰入金

歳入の説明

●

総務費

市税

69億6千万円（4.8%）

●

24億3千万円（1.7%）

96億4千万円（6.6%）

128億2千万円（8.8%）

依存
財源
自主財源
623億
9千万円 833億
（42.8%） 6千万円
（57.2%）

その他自主財源

●

その他

公債費

教育費

288億4千万円
（19.8%）

依 県支出金
存 地方消費税交付金
財
源 地方交付税
地方譲与税

消防費 61億4千万円（4.2%）

99億4千万円（6.8%）

県支出金

市税
自
主 繰入金
財 使用料および手数料
源
その他自主財源

1,457億5千万円
一般会計予算
1,307億6,493万7千円
特別会計予算
国民健康保険
583億6,598万9千円
松戸競輪
174億2,178万5千円
下水道事業
139億2,106万3千円
公設地方卸売市場事業
1億4,159万1千円
駐車場事業
8,900万2千円
介護保険
354億9,473万9千円
53億3,076万8千円
後期高齢者医療
企業会計予算
419億8,398万2千円
水道事業
22億8,699万6千円
病院事業
396億9,698万6千円
合計
3,184億9,891万9千円

歳出 1,457億5千万円

その他依存財源

8億2千万円（0.4%）

財政課☎366−7076

土地区画整理関係業務……1億2,161万円

新松戸駅前地区の区画整理事業事業計画作成等および千駄堀地域の宅地開発調査
等を行います。

●

東京オリンピック・パラリンピック推進事業
……3,260万円

海外チームの事前キャンプの誘致活動を進めるとと
もに、スポーツ選手を小学校に招き交流を行う「夢
の教室」を拡大して実施します。

安全・安心なまちづくりなどの施策
● 地域ぐるみ安全安心推進事業……1億1,484万円

犯罪率の減少のため、防犯カメラの設置を推進する取
り組みとあわせ、警察官ＯＢと地域の防犯ボランティ
アが連携し、パトロールなどを実施する防犯ボックス
事業を行います。

● 中央消防署建設事業（継続費）……5億円

文化・教育
●

特色ある学校づくり推進事業……1億6,156万円

老朽化した中央消防署の建て替えを行います。

各学校が策定した特色ある学校づくり実践プランを支援します。

2

● 清掃施設整備事業……6億3,750万円

燃やせるごみ積み替え中継施設および（仮称）リサイクルプラザの建設を行います。

3月は防災行政無線で3件の行方不明高齢者の探索を行い、全て発見されました。ご協力ありがとうございました。

●広報まつど 2017 年（平成 29 年）4 月15 日

春の講座

生涯学習推進課
☎367−7810

共通申込事項 対象記載のないものは市内在住・在勤・在学の人
費用記載のないものは無料
定員各定員を超えた場合は抽選

4月24日㈪
〔必着〕
までに、往復はがきまたは申し込みフォームに講座名・郵便番号・
住所・氏名・ふりがな・年齢・電話番号・返信用宛名を記入して、〒271−0092松
戸市松戸1307の1 生涯学習推進課へ ※往復はがき1枚・申込フォーム1件につ
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4月25日㈫から電話で受け付け。 ※申し込みフ
ォームから申し込んだ人は、 mcsyogaigakusyu-kouza@city.matsudo.chiba.
jpからのメールを受信可能な設定にしてください。 ※駐車場・駐輪場はありませ
ん。電車・バス等公共交通機関をご利用ください。

まつど生涯学習大学講座〔全18回〕 要申込

ふるさと発見創造講座 〔全15回〕 要申込

「松戸のこと」や「暮らしに身近な問題」を学び、
自己の充実と地域での活動に役立ててみませんか。ま
た、地域ごとに班分けをし、地域の新たな仲間づくり
を応援します。
生涯学習のマスコット「マナビィ」

時間10時〜12時（開場9時30分） 会場市民劇場 対象市内在住・在勤の60歳以上
の人 定員330人 ※講演会形式。2回目以降は、設営・受け付け等は、班による
当番制です。 ※都合により、内容・講師等が変更になることがあります。
日程

内容

5/18㈭

講師

開講式・基調講演会「世代間の違いを楽
フリーアナウンサー・牛窪万里子氏
しむコミュニケーション術」

6/ 1㈭ 北極ってどんなとこ?

未定

お薬・サプリメント
6/15㈭
〜その飲み方で大丈夫? 〜

松戸市薬剤師会理事・澤田康裕氏、同理
事・東風 平 秀博氏

6/29㈭ 介護とロボット

産業技術総合研究所・比留川博久氏

7/ 6㈭ すばらしい松戸の自然

千葉県森林インストラクター会会長・栗
田吉治氏他

9/ 7㈭

定期健康診断を受けましょう
〜生活習慣病にかからないために〜

9/21㈭ 松戸の地名に親しむ

こ

ち だいら

10/19㈭ 松戸市の災害対策

危機管理課職員

11/ 2㈭ 徳川家と松戸

戸定歴史館職員

11/16㈭

生き方と逝き方
〜終活のタイムスケジュール〜

要申込

松戸の地名に親しむ会
松戸警察署署員

聖徳大学教授・長江曜子氏

シンコースポーツ㈱・渋澤奈保子氏

H30
新春講談
1/11㈭

講談師・神田織音氏

近現代ヨーロッパの歴史
と文学〔全6回〕

おり ね

1/25㈭ 終末医療はどうあるべきか

麗澤大学教授・竹内啓二氏

2/ 1㈭ 見直しませんか、「ゴミは宝物」

NPOごみじゃぱん他

2/15㈭ 学びを地域で生かすために

NPO全国生涯学習まちづくり協会副理事
長・清水英男氏

3/ 8㈭ 閉講式・修了記念コンサート

声楽家・久保内百合子氏他

要申込

成人講座（前期）

新しい自己の発見と充実した生活、人間関係の広が
りを目指した学習の場として開催しています。
★印のある講座は、申し込みフォームが利用できます。

定員①320人②30人③1〜3人
費用①テキスト代 1,296 円

市民自主企画講座
★全講座で申し込みフォームが利用できます

時間13時30分〜15時30分 会
場市民会館（⑥はゆうまつど）
講師青山学院大学名誉教授・①
②植田祐次氏③④内藤昭一氏⑤
⑥伊藤定良氏 定員75人
講座名

6/14㈬ 地域資源・観光・地方創生の意義
7/ 5㈬ 創年の生き方
7/19㈬ 創年健康への取り組み
8/ 2㈬ 事例研究
8/30㈬ ワークショップ①
9/ 6㈬ 交流は優れた地域資源だ
9/20㈬ ワークショップ②
10/ 4㈬ ワークショップ③
10/18㈬ ワークショップ④
11/ 1㈬ 超ITの楽しみ方入門
11/ 8㈬ 生涯学習フォーラム（仮）
12/20㈬ ワークショップ⑤
H30/1/17㈬ ワークショップ⑥
2/14㈬ 閉講式(交流・発表会)

現代社会のさまざまな課題を取り上げ、
地元大学とも連携しながら開催しています。
★全講座で申し込みフォームが利用できます

内容

日程
ダイレン

リョジュン キン シュウジョウ

5/16㈫ 出発から大連上陸、旅順・金 州 城
エイコウ

トウコウ シ オンセン

センザン

ム リョウカン

5/23㈫ 営口から湯崗子温泉と千山へ、無 量 観
アントン

オウリョクコウ

ゴ リュウハイ

ホウテン

ウチモウ コ

5/30㈫ 安東・鴨 緑 江・五 龍 背・奉天・内豪古
ハ ル ピン ショウ カ コウ

チョウシュン

6/13㈫ 哈爾濱・松花江・キタイスカヤ・長春へ
キツリン

ホウテン

チョウサクリン ジ ケン

ブ ジュン ホウテン

6/20㈫ 吉林・奉天・
（張作霖事件）撫順・奉天
ゴ シュンショウ

リ フ ジン

6/27㈫ 呉 俊 陞と李夫人について

内容

日程

① 5/19㈮ 革命前夜のフランス小説と検閲制度
② 5/26㈮ 大革命期の作家サドの短編集と生成期小説
③ 6/ 2㈮ 19世紀フランス・第二帝政時代とE・ゾラ
④ 6/ 9㈮ ヨーロッパ統合の理念とEUの成立
⑤ 6/16㈮ ユダヤ人問題について
⑥ 6/23㈮ ドイツ・ナショナリズムの歴史と現在

日程

会場

講師

① 音楽の広場〜合唱の楽しみ〔全9回〕

6/20、7/11、9/12、10/17、
11/14、12/12、H30/1/16、2/20、 市民劇場
3/13の火曜日各14:00 〜 16:00

声楽家・久保内百合子氏
他

② 「ことわざ」の魅力探究〔全3回〕★

5/19㈮・26㈮、6/2㈮
10:00 〜 11:45

明治大学名誉教授・穴田義
孝氏

③

しきじがっきゅう（識字学級）
（しょう
がっこうていどのよみかきをならう）

「講座サポーター」募集
（成人講座）

要申込

5/31㈬ 開講式・オリエンテーション

時 間10時 〜12時 会 場 市 民 会
館 講師和洋女子大学名誉教
授・川崎キヌ子氏 定員120人

12/ 7㈭ 健康寿命とは

内容

日程

与謝野寛（鉄幹）・晶子合
著「満蒙遊記」−実地踏
査をふまえて−〔全6回〕

人とつながり孤独でなくなる未来をめざ
オリィ研究所・吉藤健太朗氏
11/30㈭
して−OriHimeにかけた思い−

平成29年度

さまざまな視点から松戸につ
いて調べ、 松戸の魅力を再発
見します。 グループごとにテー
マを設定・調査し、その魅力を
自分たちの視点でまとめます。
成 果を市 民に伝え、 継 続して
発展させる活動の企画・運営も
行います。
※日程以外にも班活動日あり。
※内容変更の場合あり。
時間10時30分〜 12時30分
会場文化ホール他 講師NPO全
国生涯学習まちづくり協会理事
ふ く ど め つよし
長・福留強氏他 対象市内在住
の人（原則通年で参加できる人）
定員30人 費用交通費・教材費
等は実費

市民大学講座

新東京病院副院長・中村勝太郎氏

10/ 5㈭ 高齢者と自転車

★申し込み
フォーム

文化ホール

じゅこうしゃとそうだんのうえ、
しゃかいきょういくしど
ぶんかほーる
けってい
ういん

内容会場設営、受付 定員2人
講座参加申し込みの際に、往復はがきまたは申し込みフォー
ム備考欄に「講座サポーター希望」と記入してください

身近なことや松戸を知るための講座です。同課の講座に参加した団体が自ら学んだ成果を講座という形で地域に
還元し、学習の輪がさらに広がることを応援しています。

つれづれ友の会「シリーズ松戸を学ぶ」

共通 会場文化ホール他

※現地散策があります。
動きやすい服装でお越しください。

5月16日㈫＝松戸の大動脈・新京成電鉄創立70年の歩み 時間13時30分〜15時
30分 講師新京成電鉄㈱広報課長・小松孝之氏 定員30人

地図を片手にぶらり旅「地図に学ぶ地域の歴史（Ⅴ）」
〔全3回〕

ぞう し

①5月9日㈫＝散歩コースを地図をみながら地形や歴史を学ぶ②5月16日㈫＝雑司が
谷・音羽絵図を歩く③5月22日㈪＝東松戸〜秋山を歩く 時間各10時〜12時 講師
元社会教育指導員・藤澤進三氏 定員30人

松戸の地名に親しむ会「小字から松戸を探る」
〔全3回〕

①5月10日㈬＝松戸の地名について②5月17日㈬＝城郭跡を散策し、根本城址の地形
かみ すき
と小字を探る③5月24日㈬＝紙敷の小字を探るおよび紙漉体験 時間①10時〜12時
②10時〜12時30分③10時〜14時 講師同会メンバー 定員20人 ※③のみ弁当持参。
なお、情報提供は最寄りの交番または警察署へお願いします。

松戸街道を往く「松戸街道を往く」〔全3回〕

①5月23日㈫＝やきりをめぐる人々②5月30日㈫＝市内南部・矢切地区散策③6月6
日㈫＝栗山・市川国府台地区散策 時間各10時〜13時 集合場所①③矢切駅バス停
集合②松戸駅市民ギャラリー集合 講師郷土史研究家・城光寺信顕氏他 定員30人

続・まつど塾「いきいきライフ支援講座〜定年後の充実した人生のために〜」〔全4回〕
①5月25日㈭＝生きがい探しの旅②6月1日㈭＝傾聴入門講座③6月8日㈭＝ボラ
ンティア入門講座④6月17日㈯＝松戸南部市場見学 時間各10時〜12時30分
講師シニアライフアドバイザー・竹谷輝男氏他 定員30人

高齢者支援課☎366−7346
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市役所の仕事をもっと身近に

利用条件市内在住・在勤・在学のおおむね10人以上で集まることがで
きる団体等
開催時間9時〜 21時の間の2時間以内（年末年始を除く）
開催場所市内限定（会場の手配や通知等は主催者側でお願いします）
費用無料（講座により必要な材料を用意していただく場合があります）
講座開催を希望する日の1カ月前までに、直接または電話で講座を担
当する課へ聞きたい内容・時間・会場等を具体的に相談してください。
開催可能か否かを判断し、後日結果を連絡します
保育の必要な場合…1歳6カ月〜小学2年生のお子さんのお預かり（有
償）については、男女共同参画課（☎364−8778）へお問い合わせく
ださい
※内容等は各担当課・各支所等にあるパンフレットまたは市ホームペー
ジをご覧ください。

パートナー講座（出前）
をご利用ください
広報広聴課（広報担当）☎366−7320
市政に関する理解・関心を深めていただくため、市民の皆さんに対して市の事業や
業務を直接説明しています。市で用意したメニュー（下表）の中から聞きたいものを
選んでいただき、皆さんのご希望の日・場所へ市の職員が伺います（都合によりご希
望に沿えない場合があります）
。詳細は、直接各担当課にお問い合わせください。
お願いと注意点

●営利目的等、講座の実施目的に反する場合は利用できません
●講師の担当外業務等の質
疑に関しては、その場で説明できない場合があります ●この講座は、苦情等をお聞きする
場ではないことをご理解ください ●未成年者のみのグループ等での申し込みは、保護者の
同席または承諾が必要です

パートナー講座
（出前）
メニュー
講座名

分類

市政

担当課

電話番号

市役所の仕事って

行政経営課

366−7311

情報公開制度について

総務課情報公開担当室

366−7107

「松戸市総合計画」について

政策推進課

366−7072

広報まつどのできるまで

広報広聴課（広報担当） 366−7320

広聴の役割

広報広聴課広聴担当室

366−1162

松戸市の財政事情

財政課

366−7076

危機管理課

366−7309

地震災害に対する備え
防災
防犯 地域の防犯対策について
災害
住まいの耐震対策

市民安全課

366−7285

建築指導課

366−7368

市民税の豆知識
市民税課
税
保険 国民健康保険・後期高齢者医療制度について 国民健康保険課
年金
国民年金制度について
国民年金課

366−7322
366−7307

松戸市子ども総合計画について

子ども政策課

704−4007

松戸市の子育て支援について

子育て支援課

366−7347

子どもの本の選び方について

体験してみませんか？市内小中学校で行われ
指導課
ている「言語活用科」 新規

366−7458

障害の理解と特別支援教育

教育研究所

366−7461

松戸市食育推進計画について

健康福祉政策課

704−0055

健康推進課

366−7486

366−7484

環境

街づくり

人権・男女
共同参画
選挙
議会

その他

講座名
松戸市地域福祉計画について／民生委員制度
について
高齢者の生活を支える介護・福祉制度について
認知症サポーター養成講座
生活困窮者自立支援制度について
障害者福祉について
ふれあい22 松戸市健康福祉会館の役割に
ついて
松戸の指定文化財について／松戸の埋蔵文化
財について／松戸のたからもの 市所蔵美術
作品について
手軽に楽しめるスポーツ紹介
戸定歴史館の施設・活動案内
博物館に行ってみよう！／松戸の歴史を学ぼう
消費生活センターはこんなところ
地域猫活動の取り組みについて
水道事業（市営水道）について
地球温暖化対策について
市内の大気汚染･騒音状況を説明します！／
市内の河川の水質状況を説明します！
減らそうごみ〜できることからはじめよう〜
家庭ごみの分け方･出し方について
建築協定で住みよい街づくり
協働のまちづくりについて
町名地番整備でわかりやすい街づくり
活用しよう！
「地区計画制度」
／松戸の
「景観」
地域で育てる公園
男女共同参画社会について
身近な人権講座
選挙ってなあに？
松戸市議会のしくみ
公共施設マネジメントについて
町会・自治会法人化（認可地縁団体）について
松戸市の観光／姉妹都市ホワイトホース市っ
てどんなところ？
松戸の農業はガンバッテいます

担当課

366−3019

介護保険課
高齢者支援課
生活支援一課
障害福祉課

366−7370
366−7343
366−7349
366−7348

健康福祉会館

383−0022

社会教育課

366−7462

スポーツ課
戸定歴史館
市立博物館
消費生活課
環境保全課
水道部工務/総務課
環境政策課

703−0601
362−2050
384−8181
366−7329
366−7336
341−0430
366−7089

環境保全課

366−7337

廃棄物対策課
環境業務課
建築指導課
市民自治課
市民自治課
都市計画課
公園緑地課
男女共同参画課
行政経営課
選挙管理委員会事務局
議会事務局庶務課
公共施設再編課
市民自治課

704−2010
366−7333
366−7368
366−7062
366−7318
366−7372
366−7380
364−8778
366−7311
366−7386
366−7381
701−5217
366−7318

文化観光国際課

366−7327

農政課
366−7328
環境政策課放射能対策
704−3994
担当室

709−4052

松戸市の放射線関連情報

知って安心 認知症と友に活きいき生活 新規 東松戸病院
／息切れは、どうすれば楽になる 新規

391−5500

松戸の緑と花／松戸の緑の現状と課題／緑の
みどりと花の課
基本計画について

4月1日から、難病者援護金の対象となる疾患の増加と制度の一部見直し
を行いました。新たに対象となる疾患をお持ちの人は、手続きをすると援護
金の支給を受けることができます。
主な変更点
①援護金の支給対象となる疾患の増加（65疾患→324疾患）
②入院療養者への支給金額の変更（10月以降支給分は12,000円→10,000円）
③支給回数・支給時期の変更（1・4・7・10月の末日→3・9月の末日）
④所得制限の算定方法の変更（所得税78,000円未満→市民税所得割額
101,000円未満）
制度の概要
対象千葉県が発行する特定医療費（指定難病）受給者証・特定疾患医療受
給者票・小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかの交付を受けている人
支給額入院療養者（入院日数が月20日以上）月額12,000円 通院療養者月額
5,000円 生活保護受給者月額3,000円 ※所得制限あり。
障害福祉課☎366−7348（援護金）
、
松戸保健所地域保健課☎361−2138（難病者への医療費助成）

電話番号

地域福祉課

高齢化社会を生き抜くための アンチエイジ
市立病院地域連携課
ングのすすめ

松戸市難病者援護金の支給制度が
変わりました
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くらし

367−7810
365−5115

乳幼児の予防接種

スポーツ
文化
歴史

344−8556

図書館

大切にしたい心の健康〜ゲートキーパー養成
研修〜／禁煙成功への道〜あなたと大切な人
のために〜／生活習慣病を防いで元気ライフ
／松戸市健康増進計画「健康松戸21Ⅲ」〜 健康推進課
みんなが健康づくりの応援団！／ロコモ予防
病院
元気な未来へ自己投資／がまんしないで！
健康 イキイキ更年期／食事で防ごう生活習慣病

福祉

366−7352

親のための性教育／早寝・早起き・朝ごはん 子ども家庭相談課母子保
366−5180
（乳幼児の生活リズム）／乳幼児の事故防止 健担当室
子ども家庭相談課子ども
子どもの貧困について 新規
308−7210
の未来応援担当室

子育て 松戸市の青少年教育について
青少年会館
教育
松戸市の公民館活動／松戸市の家庭教育支援
生涯学習推進課
について

分類

366−7378

私道の舗装・側溝敷設・手すり設置の
工事費を助成 要申込

受付期間5月1日㈪〜 31日㈬ 工事内容舗装工事、側溝工事、手すり工事
対象以下の条件全てを満たすこと①幅員が原則4m以上②両端または一端が
公道に接している③築造から5年以上経過している④5世帯以上の住居が隣
接している⑤工事に支障となる物件がない⑥側溝敷設は公道等の排水施設に
接続が可能 ※部分的な補修の申請はできません。
工事の申請者私道敷地の所有者等の総意に基づき一切の権限を委任された人
または私道敷地等の管理について組合等が設立されている場合はその長

地元負担見込額
工事種別

現況道路

両端が公道に
接する道路

一端が公道に
接する道路

舗装
8,000 円／㎡ 11,000 円／㎡
(
路盤なし
)
表層（アスファルト）
舗装
＋
5,000 円／㎡
6,000 円／㎡
舗装工事
( 路盤あり )
路盤（砕石）
未舗装
6,000 円／㎡
8,000 円／㎡
コンクリート
現地設計
Ｕ字溝敷設替え
20,000 円／ｍ 28,000 円／ｍ
（フタなし→フタ付き）
側溝工事
※排水勾配が取れない場合等は現地設計となります。
※現地の状況により、集水桝設置等別途費用がかかる場合があります。
手すり工事（ステンレス）
現地設計

※現地の状況により工事の可否、設計・金額の変更があります。
電話で建設総務課総務班☎366−7357へ

臨時福祉給付金（経済対策分）の支給対象となる可能性がある人には申請書を送付しています。
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監査委員事務局☎366−7385
平成29年1月11日及び1月19日に
実施した監査の結果の概要を公表し
ます。
平成29年3月10日
松戸市監査委員 牧野 英之
同
三好
徹
同
石井
勇
同
鈴木 大介

工事監査
●監査対象工事＝松戸市立松戸高等学校
屋上防水改修その他工事
●監査の結果＝設計、施工等監査対象事
項に係る監査の結果は、おおむね適正
に執行されているものと認められた。
行政監査
●監査のテーマ＝防災備蓄倉庫及びＡＥＤ
（自動体外式除細動器）の管理状況に
ついて
●監査の結果＝監査の結果は、おおむね
適正に執行されていると認められた。
なお、 指摘事項は下表のとおり。

＜指摘事項＞
区分
施設の管理
防災備
蓄倉庫 備蓄品の管理
及び保管

ＡＥＤ 消耗品の管理

内容
鍵の管理が不適切だったもの
使用期限等が過ぎていたもの
保管場所が不適切だったもの
避難所開設キットが未開封であり、直ち
に使用が出来なかったもの
小計

件数
1件
1件
1件

バッテリーの使用期限が過ぎていたもの
電極パッドの使用期限が過ぎていたもの
小計
合計

掲

市立保育所の臨時職員（①保育士②保
育従事職員）を募集します
勤務開始 随時 勤務時間 下表参照 ※勤
務日数応相談 勤務地 市内公立保育所
応募条件 ①要保育士資格②資格不問 ※い
ずれも年齢不問 時給 ①1,250円②1,070
円
電話で幼児保育課☎366−7351へ
平日

土曜日

8:30 〜 17:00
8:30〜18:15の
の間で7時間
間で7時間
15:00 〜 19:15 12:00〜18:15
の間で4時間
の間で4時間
6:45〜10:00の間
と12:00〜18:15
の間で3・4・6時
間のいずれか
※勤務シフトで1
日1回または2回

松戸市介護相談員募集

任期 3年（ 7月〜平成32年6月） 業務内容

①介護保険施設等を月4回訪問②活動報
告書の提出③月1回連絡会に出席④8月21
日〜 24日、10月2日の養成研修会に参
加 応募資格 ①〜④の全てに参加できる
介護保険事業関係者以外の市内在住者
募集人数 若干名 報酬 施設訪問1回につ
き3,000円（交通費含む） 選考 書類、面
接
4月27日㈭〔必着〕までに、郵送で
履歴書と応募の動機（800字以内）を〒
271−8588松戸市役所 介護保険課給付
班へ 事前説明会 4月21日㈮10時〜 11
時
市役所新館9階会議室
先着20
人
電話で同課同班☎366−7067へ
道路境界査定アドバイザー（嘱託職員）
募集
嘱託期間 平成30年3月31日まで 勤務 時間
平日週4日9時〜 17時まで 業務内容 道路
境界査定支援業務、窓口業務 応募資格 測
量士、測量士補の有資格者 募集人数 1人

松戸市土地開発公社（以下「公社」
）は都市基盤整備に必要な公共用地の
先行取得を行い、本市の社会資本整備に大きな役割を果たしてきました。
近年では公共事業の減少や地価の下落により、その役割は薄れてきたこと
から公社保有地の事業計画をまとめた公社解散プランを作成し、平成28年3
月の市議会にて公社解散議案が可決され、公社は平成29年1月1日付で千葉
県知事より解散認可を受け解散しました。その後、清算手続きを経て、3月
30日に残余財産を市に帰属させて、清算結了しました。

千葉県知事選挙（ 3月26日執行）の結果
届出
番号
1
2
3
4

(無所属・新)
(無所属・新)
(無所属・現)
(無所属・新)

得票数
松戸市
千葉県
12,672票
132,532票
1,189票
16,072票
68,271票
1,094,291票
21,597票
347,194票

投票者数
（松戸市）
104,788人
51,812人
52,976人

投票率
松戸市
千葉県
26.01%
31.18%
25.85%
31.02%
26.16%
31.33%

候補者

当

すみや信一
竹浪 永和
森田 健作
松崎ひでき
当日有権者数
（松戸市）
402,951人
200,463人
202,488人

市選挙管理委員会事務局☎366−7386

板

市等からのお知らせをお伝えするコーナーです。
…日時、日程
…会場
…内容
…講師
…対象
…定員
…費用（記載のないものは無料）
…申し込み先
…問い合わせ先

5月1日㈪〔必
保険、雇用保険加入）
着〕までに、写真を貼付した履歴書を郵送
で〒271−8588松戸市役所 建設総務課
道路台帳班（☎366−7357）へ
地域包括支援センター受託法人募集
公募説明会
5月25日㈭
10時から
衛生会館
5月23日㈫ま
でに、FAXで市ホームページ（5月1日㈪
掲載）の説明会参加申込書を高齢者支援
課 366−7748（☎366−7343）へ
公募数 11カ所

松戸市高校生英語スピーチコンテスト
出場者募集
8月19日㈯13時から
市民劇場
市内在住または在学の高校生〔①〜④のい
ずれかに該当する人を除く①英語圏に通
算1年または継続して6カ月以上滞在した
人（5歳までの滞在は除く）②英語で一般
教育を行っている学校へ通学したことが
あるまたは通学している人③父母・祖父
母に英語圏の出身者がいる人④同コンテ
ストで入賞したことのある人〕 テーマ 自
までに、
由
（5分以内） 7月10日㈪〔必着〕
直接または郵送で所定の申込書（事務局
または同協会ホームページで配布）とス
ピーチ原稿を〒271−8588京葉ガスF松
戸第2ビル5階（公財）松戸市国際交流協会
（☎366−7310）へ ※書類審査あり。
入賞者は平成30年3月予定の姉妹都市派
遣に優先的に参加可能（旅費の補助あり）
松戸市美術展覧会作品を公募します

搬入・作品受付 6月10日㈯彫刻10時〜12時

洋画・日本画13時〜 16時（時間厳守、
搬 出 は6月25日 ㈰ ） 搬入場所 文 化 ホ ー
ル 出品資格 16歳 以 上 の 市 内 在 住・ 在
勤・在学者、市内美術サークル会員、松
戸市出身者 出品種目 日本画・洋画・彫刻
出品点数 各部門1人1点 規格 日本画・洋
画F8号（45.5cm×38.0cm）以上F50号
（116.7cm×91.0cm）
まで 彫刻高さ180cm
×幅100cm×奥行100cm以内 ※作品に
は所定の出品申込書（支所等で配布）を添
付。その他注意事項は出品案内を参照
出品料 2,000円（ 20歳以下は1,000円）
生涯学習推進課☎367−7810（会期等）
、
松戸美術会☎362−7116（出品規定）
国民生活基礎調査を実施

対象地区 小根本の一部、下矢切の一部、

河原塚の一部、小金原2丁目の一部、久

申請期限は平成29年7月31日㈪です。ご提出はお早めに!

都市計画課☎366−7372

計
男
女

報酬 時給1,250円（交通費別途支給、健康

上下水道使用料等の徴収・収納業務を
委託しました
委託期間 4月1日 〜 平 成30年3月31日
委託対象 県営水道給水区域内の下水道使
用料・市営水道給水区域内の上下水道料
金 委託先 徴収業務=第一環境㈱、収納業
務=SMBCファイナンスサービス㈱
下
水道整備課経営担当室☎366−7394、水
道部総務課☎341−0430

6:45 〜 10:00
の間と15:00 〜
19:15の間で3・
4・6時間のいず
② れか
※3時間の場合
は、1日1回また
は2回。それ以外
は1日2回勤務

4件
3件
2件
5件
9件

示

お 知らせ

①

1件

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

松戸市土地開発公社の解散と清算結了をお知らせします

保平賀の一部 ※4月下旬から調査員が
伺います
県松戸健康福祉センター（松
戸保健所）企画課☎361−2139
平成 29 年度千葉県調理師試験
7月26日㈬
幕張メッセ 願書配布
県松戸健康福祉センター（保健所）等
願書受付 5月16日㈫〜 18日㈭10時〜 16
時の間に同センターで
同センター地
域保健課☎361−2138
展示会・見本市等への出展を支援します
松戸商工会議所会員で、市内に事業所
を有し、市税を滞納していない中小企業
者 ※補助対象事業や経費等の詳細は市
ホームページをご覧ください
展示会
等の開催前に、電話で商工振興課☎711−
6377へ
経営（起業）相談窓口
申し込みのうえ日程調整
松戸商工
会議所（松戸駅下車） 市内に事業所が
ある中小企業経営者、市内で起業を予定
している人
電話で松戸商工会議所☎
364−3111へ
国や県の補助金等の取得に係る費用の
一部を補助します
市内に事業所を有し、市税を滞納して
いない中小企業者 ※補助対象経費や金
額等の詳細は市ホームページをご覧くだ
委託契約締結前に、電話で商工
さい
振興課☎711−6377へ
生産機械等の購入費用の一部を補助し
ます
市内に事業所を有し、市税を滞納して
いない中小企業者（製造業）※補助対象
経費や金額等の詳細は市ホームページを
ご覧ください
機械等の購入前に、電
話で商工振興課☎711−6377へ

講座・講演・催し
普通救命講習会（応急手当の基本コース）
日程および会場 4月27日㈭、
11月12日㈰、
平成30年2月7日㈬＝五香消防署、5月15
日㈪、9月5日㈫、12月18日㈪＝小金消
防署、6月17日㈯、10月19日㈭、平成30
年3月9日㈮＝消防局講堂
各先着30人
市内在住・在勤の中学生以上の人 ※修
了証は当日発行
4月17日㈪から、電
話で消防局救急課☎363−1145へ

臨時福祉給付金コールセンター☎366−8192

…持ち物

得する街のゼミナール「新松戸まちゼミ」
5月1日㈪〜 31日㈬
まちゼミ参加
店舗他
無料（一部、別途材料費等必
要なゼミ有り） 4月21日㈮から、電話
で各参加店舗へ ※4月20日㈭から商工
振興課（☎711−6377）および公共施設
で配布するチラシに参加店舗を掲載
同ゼミ実行委員会事務局（ふとんのうえ
の内）
・上野☎343−8248
木造住宅耐震相談会
①5月13日 ㈯・25㈭、6月10日 ㈯・
22日㈭、11月2日㈭②7月13日㈭、8月
3日㈭③9月14日㈭、10月12日㈭④平成
30年3月15日㈭各10時〜 16時
①市
役所新館8階会議室②常盤平市民セン
ター③新松戸市民センター④六実市民セ
昭和56年以前に建築した木造
ンター
在来軸組構法の住宅（ 2階建て以下）の簡
平面図（間取り図） 電
易耐震診断
話で建築指導課☎366−7368へ
中高年英語教室〔全 0 回〕
5月18日〜 7月20日の毎週木曜日14時
市民劇場他
映画を観
〜15時30分
ながら学ぶ生きた英語（初・中級） 45
歳以上の人
先着15人
10,000円
（別途教材費） 4月22日㈯〔必着〕ま
でに、はがきに住所・氏名・年齢・電話
番号・希望コースを記入して、〒271−
0043松戸市旭町1の174 （公社）松戸
市シルバー人材センター中高年英語教室
係（☎330−5005）へ
女性の働き方を考えよう！
〜パート就労の女性の将来について〜
5月24日㈬10時〜 12時
ゆうまつ
ど
特定社会保険労務士・櫻井好美氏
先着40人 ※一時預かりあり（先着8
人、生後6カ月以上） 電話・FAXまた
は市ホームページの申し込みフォームに住
所・氏名・電話番号を記入して、男女共同
参画課☎364−8778、 364−7888へ
応急手当普及員講習会〔全 3 回〕
8月8日㈫〜 10日㈭各8時30分〜 17時
消防局講堂
心肺蘇生法、止血法、
AED使用法の指導要領
普通救命講習
を受講済みで事業所または防災組織で普
通救命講習を指導する人
先着20人
4月17日㈪から、電話で消防局救急課
☎363−1145へ
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GWは松戸で楽しもう！
市立博物館

戸定が丘歴史公園

館蔵資料展
「木の造形

東北の伝統こけし」

東北地方では伝統工芸の「こけし」がいまも作られています。作風の違
いから、東北の伝統こけしは11の系統に分かれており、どれも独特の風
貌と紋様をもっています。
似ているようでどこか異
なるこけしたち。一つ一つ
の表情の違いを楽しみなが
らご鑑賞ください。
日時4月25日 ㈫ 〜 6月11
日 ㈰9時30分 〜17時（ 入
館は16時30分まで）

松戸市展選抜展

同時開催
前列左から作並系・木地山系・津軽系・弥治郎系・山形系
後列左から鳴子系・肘折系・土湯系・遠刈田系・蔵王系・南部系
松戸市展の運営審査に関わる松戸美術会の作家による選抜展です。
日時4月25日㈫〜 6月4日㈰
共通 会場企画展示室 観覧料無料

博物館☎384−8181

東松戸ゆいの花公園
第20回マグノリア・コンサート

日時 4月23日㈰14時から（開場13時30分） 演奏瓜 生愛 氏(ヴァイオリ
ン)・岩本和子氏（ヴァイオリン）、 岡本 潤 也氏（ヴィオラ）
、藤塚紗也香
氏(チェロ） 定員先着70人（予約不要） 費用無料
公園緑地課☎366−7380

お花の講座

要申込

①カーネーションのチャーム
日時4月26日㈬10時〜 12時 講師ハワイモアナコア公認
リボンレイ講師・宮田まり氏 定員先着15人 費用1,500円

②親子でプレゼントのお花をつくりましょう

日時5月7日㈰10時〜 11時30分 講師フラワー心理セラピスト上級アド
バイザー・福岡美津江氏 定員先着13組 費用1,500円

③母の日のプレゼント

日時5月12日㈮10時〜 11時30分 講師フラワーアレンジ教室虹の花主
宰・岩柳雅枝氏 定員先着10人 費用1,600円
共通 会場同公園マグノリアハウス
電話で同公園管理センター☎384−4187へ

保育士資格をとるために
学校に通いたい

就職面接のために
子どもを預けたい

要申込

就職活動したいときに一時預かり保育を利用できます
利用可能時間月〜土曜日
（祝日を除く）
各10時〜15時までの間の最大4時間
（原
則週3日以内） 所在地送迎保育ステーション
（根本2の16） 定員先着6人 預
かり対象授乳が不要で、
健康面に問題のない、
市内在住の1歳〜就学前の子
利用要件
①保育士資格取得・保育施設就職の
ための活動をする場合
②預かり保育休園日に預けたい場合
（預かり保育助成対象の幼稚園に限る）
③保育士以外の就労につながる活動
をする場合（面接・試験・ハローワ
ーク訪問・会社訪問等）

提示が必要な証明書
在学証明書・通信教育の領収
証、ハローワークの利用証明
書、就職面接証明書等
幼稚園発行の休園証明書（事前
に発行してもらってください）
在学証明書、通信教育の領収
証、ハローワークの利用証明
書、就職面接証明書等

費用
無料
1時間500円
（時間延長要相談）
4時間まで500円

※①③は証明書の提示がない場合、
1時間500円の費用がかかります。
※ひとり親・住民税非課税世帯は、ひとり親世帯であることの証明書類および
課税証明書の写しの提示で無料
（最大4時間）
になります。
電話で送迎保育ステーション☎330−3511へ
幼児保育課☎366−7351

聖徳大学短期大学部
講座名
子育て広場
① おやこで
ゆるりん
子育てサポ
② ーター講座
要申込
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松戸子 育てカレッジ

日時

会場

5/1㈪・12㈮・15㈪・19
㈮・26㈮10:00〜12:00 聖徳大学
※5/19は、おやこで ゆ 10号館3
るりん 講座「いっしょ 階
にあそぼう」
5/12㈮
10:00〜11:00

内容等
対象0〜2歳児の親子
内容安心して過ごせる地域の
親子交流の場

講師同大学教員
聖徳大学 対象祖父母を含む子育て終了
10号館5階 世代
内容子どもの病気と予防接種

共通 会場同公園内松雲亭

①戸定が丘彩りカフェ
戸定が丘の風薫る季節「彩りカフェ」
がお待ちしています。
日時4月29日㈷・30日㈰、5月2日㈫・
3日 ㈷ 各10時 〜 15時 ※3日 ㈷11
時、13時からはギター演奏もありま
す。 演奏者菅原智明トリオ 費用
500円（飲み物付き） ※ギター演
奏鑑賞の場合は1,000円（コーヒー・
お菓子付き）
。
松 戸 探 検 隊 ひ み つ 堂 ☎727−
7825

前列左から作並系・木地山系・津軽系・弥治郎系・山形系 菅原智明氏
後列左から鳴子系・肘折系・土湯系・遠刈田系・蔵王系・南部系

②カフェ& 甲冑

甲冑を鑑賞しながら美味しいお茶
をどうぞ。
日 時5月4日 ㈷・5日 ㈷ 各10時 〜 15
時 メニュー将軍珈 琲・抹茶・ぜん
ざい各500円 定員各日先着100人
※徳川慶喜の甲冑（レプリカ）を展
示、兜の着用体験（子ども）ができ
ます。
松 戸 手 作 り 甲 冑 愛 好 会・ 知 久 ☎
080−5438−4039

③松戸出身シンガー
吉崎さとしコンサート
『初夏を歌う』
古き良き日本の素晴らしい歌をみ
んなで楽しみましょう。
日時5月6日㈯・7㈰各13時30分（13
時開場） 費用1,000円（前売り）
吉崎☎080−3176−9314、
松戸探検隊ひみつ堂☎727−7825

子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助金
住宅政策課☎366−7366
子育て世帯が市内に住む親世帯と近居ま
たは同居するために、市内に住宅を取得す
る際の費用の一部を補助します。
申請受付
補助額最大100万円（近居の場合50万円、
同居の場合75万円。さらに市外からの転
入は25万円を加算） ※既に住宅の取得等
を行い近居または同居している場合は対
象外。 ※住宅の取得に関する契約は事
前相談書提出後に行ってください。
要件以下の全てを満たしていること
対象者●中学生以下の子どもがいる世帯（出産予定を含む）●親世帯が市
内に1年以上継続して居住している●子育て世帯および親世帯が市税を滞
納していない●補助金を受けた子育て世帯が近居または同居を5年以上継
続する 住宅●市内に自己で居住するために取得する戸建て住宅またはマン
ション（中古も可）●近居の場合は親世帯と直線で2km以内●建築基準法そ
の他関係法令を満たし、新耐震基準（昭和56年6月1日施行）に適合した建物
●取得する住宅の専有面積

子育て世帯に
最大100万円

戸建て

マンション

近居

95㎡以上

70㎡以上

同居

120㎡以上

90㎡以上

定員②のみ先着40人 費用各100円
②のみ電話またはEメールで同大学知財戦略課
☎365−1111（代表）、 tancoc@seitoku.ac.jpへ
子育て支援課☎366−7347

5月3日㈷〜 5日㈷のごみ収集はお休みします。

環境業務課指導係☎366−7333
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子どもに関わる担い手育成事業
テーマパーク流
笑顔のコミュニケーションで子ども
たちと一緒に本気で遊ぼう 要申込
青少年会館☎344−8556

電子申請サービス

講座
日時
内容
講師
笑顔のコミュニ 5/13㈯
テーマパークで身につけ 接客向上委員会
ケーション&笑 13:30
①
た「心の持ち方」
「行動 &Peace代表・石坂
顔のリーダーシ
〜
の仕方」を伝授します 秀己氏
ップ
17:00
6/ 3㈯ 「子どもにとって遊びと
子どもたちと本
NPOディープデモク
13:30 は?」遊びを通じて子ど
② 気で遊ぼう＆声
ラシー・センター・
〜
もたちとコミュニケーシ
かけ上手に
加納基成氏
16:00 ョンできる力を磨く
6/10㈯ 「知るって楽しい!」仲
ひとりひとりを
NPO子どもの環境を
13:30 間と一緒に、子どもたち
③ 大切に、相手も
守る会Jワールド・
〜
と関わるコミュニケーシ
自分も心地よく
三浦輝江氏
16:00 ョン力を育てる

締め切り
5/ 8㈪

こどもの読書週間 2017
小さな本の大きなせかい（子ども読書週間標語）
子どものときから本に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、ものごとを
正しく判断する力をつけておくことが、子どもたちにはとても大切です。
いま改めて、子どもの読書の大切さを考えてみませんか。
子ども読書推進センター☎331−0077

5/29㈪

5/29㈪

会場青少年会館 対象中学生〜35歳の人優先 定員①50人②③20人
（全て抽
選） 費用無料
各締め切り日
〔必着〕
までに、
電子申請サービス・Eメールまたは往復はがきに、
講座名・住所・氏名
（ふりがな）
・性別・年齢・電話番号を記入して、 mckozas@
city.matsudo.chiba.jp、
〒270−0035新松戸南2の2 青少年会館へ
※電子申請サービス・Eメールで申し込んだ人には、メールで詳細を送りま
す。上記アドレスからのメールを受信できるように設定してください。

いきいき子育て〜出会い・学び合い・高め合い〜

「家庭教育学級」に入りませんか
生涯学習推進課☎367−7810
家庭教育学級は、保護者同士が学年の枠を超えて交流し、子
育てや家庭のことを学ぶ場です。全ての市立小学校に開設さ
れています。
※各学級の学習内容は、
「 まつどまなびぃネット http://
www.matsudo-s-edu.jp/」
をご参照ください。

2017 年（平成 29 年）4 月15 日

①企画展示
「だるまちゃん
生まれて50年」

②おはなし会

日時4月23日㈰〜5月30日
㈫9時30分〜17時
※月曜日休館
会場子ども読書推進センタ
ー 内容絵本作家・かこさと
し氏の紹介と作品紹介・絵本
の展示等 費用無料

★ ★ ★
★
★
★

日時
4/23㈰10:30〜11:00
4/23㈰15:00〜15:30
5/ 6㈯10:30〜11:00
5/ 6㈯15:00〜15:30
5/13㈯10:30〜11:00
5/13㈯15:00〜15:30
5/20㈯10:30〜11:00
5/20㈯10:30〜11:00
5/27㈯10:30〜11:00

費用無料

市民会館

★

会場

子ども読書推進センター

和名ケ谷スポーツセンター
子ども読書推進センター
新松戸市民センター
市立図書館小金分館

★

プラネタリウム室

★
★

★
★
★

★

（NAOKO SPACE PLANETARIUM）
の催し
市民会館☎368−1237

①キッズ・デー★こどもの日特別投影（1回約20分）
まなびぃネット

家庭教育学級に入るには
年度初めに各小学校で学級生を募集しますが、それ以降も随時入ることがで
きます。詳細は、生涯学習推進課（☎367−7810、 mcsyogaigakusyu@
city.matsudo.chiba.jp）または各学校（教頭）へお問い合わせください。

活動内容の一例をご紹介♪

10:30

13:30

14:30

15:30

5/4㈷

なし

Ⓐ

Ⓑ

なし

5/5㈷

Ⓑ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓐ

5/3㈷

なし

Ⓐ

Ⓑ

なし

内容ⒶヘルクレスのかいぶつたいじⒷもりのくまさん

②5・6月の新番組「木星と衛星たち」

★

★

（1回約40分）

5月3日㈷ 〜 6月25日㈰の土・日曜日、祝日（5月5日㈷を除く）各10時30分・
15時30分 ※10時30分の回は文字解説付き

③5・6月のキッズ&ジュニアアワー（1回約20分）

5月6日㈯〜 6月25日㈰の土・日曜日各13時30分「おとめ座に伝わる物語」
、
各14時30分「からす座に伝わる物語」
学級生と学級主事
（教頭）
で、
学習会テー
マや年間計画について話し合いました

危機管理課職員と避難所運営の研修会
を行いました

※各学級の活動以外にも、教育委員会が家庭教育・子育てに関する講演会や研
修会を行っています。

5月
※全て無料。 ※わんぱく組2歳以上、
なかよし組2歳未満、
よちよち組9カ月以上2歳未満、
はいはい組8カ月以下。

ー常盤平児童福祉館☎387−3320 ー

わくわく広場
（わんぱく組）
毎週水曜日
（3日を除く）
10時30分〜11時30分 （よちよち組）毎週木曜日
（4日を除く）
10時30分〜11時 （はいはい組）
毎週
金曜日
（5日・26日を除く）
10時30分〜11時
あそぼう会毎週火曜日16時〜16時45分 内容 牛
乳パック工作他 対象 主に小学生
中高生の広場
（TAPS）毎週土曜日17時〜19時
内容 レインボーやきそばをつくろう他
卓球広場13日㈯14時〜15時30分 内容 基礎を学
ぼう 対象 小・中学生
あ そ び 広 場20日 ㈯・27日 ㈯ 各15時 か ら 内容
ドッジボール他 対象 主に小学生

ー移動児童館☎387−3320ー

わくわく広場 東部スポーツパーク 毎週水曜日
（3日を

④星空観望会

要申込

5月6日㈯18時30分〜 20時30分 内容星空案内と天体望遠鏡での観望
（雨
天曇天の場合はプラネタリウムのみ） ※子どもは保護者同伴。
共通 定員各先着80人

費用①②③50円（中学生以下無料）④無料
①②③投影開始30分前から2階で受け付け④電話で同館☎368−1237へ

除く）
10時〜12時 小金北市民センター 毎週木曜日
（4日を除く）
（なかよし組）
10時20分から （わん
（5
ぱく組）
11時から 稔台市民センター 毎週金曜日
日を除く）
（なかよし組）
10時20分から （わんぱ
く組）
11時から 内容 体操・手遊びなど
あそぼう会 古ケ崎市民センター 毎週火曜日15時15
分 〜16時45分 柿ノ木台公園体育館 毎 週 水 曜 日
（3日 を 除 く ）
15時15分 〜16時45分 小金北市民
センター 毎週木曜日
（4日を除く）
15時15分〜17時
稔台市民センター 毎週金曜日
（5日を除く）
15時〜17
時 内容 ミニブーメランを作ろう他 対象 小学生

ー根木内こども館☎315−2985ー

ひょうたんの会 9日㈫11時15分〜12時 内容 手
遊びとお話 対象 乳幼児と保護者
音楽であそぼう10日㈬10時〜11時 内容 リト
（要予約）
ミックを楽しむ 対象 乳幼児と保護者
ぞうさんのしっぽ16日㈫11時〜11時30分 内容
歌と絵本 対象 乳幼児と保護者
育 児 教 室26日 ㈮9時45分 〜11時30分 内容 身
長・体重測定、事故予防のお話、グループワー

総合教育会議を、4月24日㈪14時から市役所議会棟3階特別委員会室で開催します。

ク等 対象 0歳児と保護者
パティシエ教室27日㈯10時〜12時 内容 ケー
（要予約）
キづくりを楽しむ 対象 小学4年生以上
工作くらぶ27日㈯13時〜16時30分 内容 クリ
ニカルアート 対象 小学生以上
シングルマザーの会27日㈯13時〜14時30分
（要予約）

ー野菊野こども館☎331−1144 ー

おやこDE 広場 12日㈮11時30分〜12時 内容 絵
本のじかん 対象 乳幼児と保護者
中高生タイム①13日㈯②20日㈯③27日㈯各18
時〜19時30分 内容 ①フリータイム②野菊野食
堂③野菊野塾 対象 中学・高校生
のぎっこひろば21日㈰13時30分〜15時 内容 公
園であそぼう 対象 乳幼児と保護者、小学生

ー森のこども館☎331−1144 ー

（ 21世紀の森と広場内・森の工芸館）
3日㈷〜7日㈰各10時〜16時 内容 3日㈷〜6日㈯
は、こども祭り・松戸モリヒロフェスタに参加。詳
しくは、1面をご覧ください。7日㈰は、森の中で元
気にあそぼう ! 対象 乳幼児と保護者、小学生以上
政策推進課☎366−7072
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年に1回健康診査を
受けましょう

各種健
（検）
診のお知らせ

平成29年度

がんの初期は自覚症状がありません。定期的に検診を受けることが早期発見の最大のポイントです。積極的に受診しましょう。
自覚症状のある人は、健（検）診ではなく、早めに医療機関を受診してください。治療中の人は、医師とご相談ください。
受診に当たっての注意
受診の際は受診券（黄色）の提示が必要です。忘れずにお持ちください。
35歳から39歳の国保健康診査・特定健康診査・後期高齢者健康診査・成人
歯科健康診査以外は、登録制です。登録が済んでいない人は、健康推進課に
電話または市役所・各支所にある市民健康相談室で登録手続きをしてください。

※登録後、
「共通受診券（黄色）
」と「松戸市健康診査のお知らせ」が送付されます。
※下表②特定健康診査 ③後期高齢者健康診査対象で、受診券（黄色）を持ってい
ない人はお問い合わせください。
※表の年齢は、平成30年3月31日時点のものです。

ご利用ください！国保の新しい健診

NEW!
35 〜39歳の健康診査が6月から始まります。詳しくは、下表「各種健康診査
一覧」の①をご覧ください。
国民健康保険課健診班☎366−1121

健診を受診するとクオカード1,000円分がもらえます！

対象40歳〜74歳の松戸市国民健康保険加入者（平成28年度保険料を完納して
いる）で特定健康診査・人間ドックを受診した人 ※詳しくは、特定健康診査
等受診券に同封されている「お知らせ」をご覧ください。
国民健康保険課健診班☎366−1121

各種健康診査一覧 委託医療機関は受診券（黄色）に同封のお知らせに記載しています。
健(検)診の種類
①

対象者

受診方法・期間（4月〜平成30年3月実施）

35歳から39歳の国保
35 〜39歳の松戸市国民健康保険加入者
健康診査 NEW!

個別

委託医療機関で随時 ※実施は6月から。対象者には
６月に受診券を送付します。

個別 委託医療機関で随時

② 特定健康診査

40 〜75歳誕生日前日までの松戸市国民健
康保険加入者

③ 後期高齢者健康診査

75歳の誕生日から（65〜74歳の一定の障
がい者も含む）

個別 委託医療機関で随時

④ 生活保護健康診査

生活保護受給中の40歳以上の人

個別 委託医療機関で随時

⑤ 肝炎ウイルス検診

①40歳の人②41歳以上で未受診の人

個別 委託医療機関で随時

⑥ 女性の健康診査

35 〜39歳の女性（妊娠中の人を除く）
※松戸市国民健康保険加入者の人は、①も
あわせてご確認ください。

個別 委託医療機関で随時

⑦

個別 委託医療機関で随時

肺がん検診
40歳以上の人
（結核住民健康診断）

⑧ 大腸がん検診

40歳以上の人

⑨ 子宮頸がん検診

20歳以上の女性

⑩ 乳がん検診

集団 下表「特定健康診査集団日程」で実施 ※要電話申込

集団 右表がん検診集団日程表で実施
個別 委託医療機関で随時
集団 右表がん検診集団日程表で実施
個別 委託医療機関で随時
集団 右表がん検診集団日程表で実施

視触診

30 〜34歳と70歳以上の女性

エコー
検査

35 〜39歳と41・43・45・
47・49歳の女性

個別 委託医療機関で随時
個別 委託医療機関で随時
集団

6 〜7月
10 〜2月

※4月・8月中に要申込。昨年度集団検診
受診者は申込不要。

個別 委託医療機関で随時
40・42・44・46・48歳と50
5 〜7月 ※4月・8月・12月中に要申込。昨年度集
歳以上の女性
集団
10 〜2月 団検診受診者は申込不要。
※7月末日までに要登録。登録者には8月
40歳以上の人
集団 9月以降
下旬に日程を通知します。
35・40・45・50・55・60・65・70歳の
※7月・8月中に要申込。詳細は後日広報
集団 9・10月
女性
まつどでお知らせ予定。
委託医療機関で随時
20歳以上の人
個別
※受診券不要。身分証明書を持参してください。
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日生まれ
6月1日㈭〜10月31日㈫ ※対象者には5月中に受診
個別
の千葉県後期高齢者医療被保険者の人
票と協力医療機関一覧表を送付します。
マンモ
グラフィ
検査

⑪ 胃がん検診
⑫ 骨粗しょう症検診
⑬ 成人歯科健康診査
こうくう

⑭ 歯科口腔健康診査

※特定健康診査・後期高齢者健康診査の対象者が人間ドックを受診する場合、費用の一部助成制度（上限15,000円）が
あります。詳細は、国民健康保険課健診班にお問い合わせください。
①〜③国民健康保険課健診班☎366−1121④〜⑬健康推進課☎366−7487 ⑭ 国民健康保険課広域保険担当室
☎366−7342

特定健康診査集団日程
日程
5/21㈰
6/ 3㈯
6/24㈯
7/ 9㈰
7/26㈬
8/ 1㈫
8/24㈭
9/15㈮
9/27㈬
10/17㈫
10/29㈰
11/11㈯
12/10㈰
H30/ 1/13㈯
1/28㈰
2/ 4㈰
2/24㈯
3/ 3㈯

要申込

実施会場
定員(先着)
中央保健福祉センター
160人
小金保健福祉センター
160人
東部スポーツパーク
80人
常盤平保健福祉センター（ふれあい22）
160人
総合福祉会館
80人
六実市民センター別館
120人
中央保健福祉センター
160人
小金保健福祉センター
160人
東部スポーツパーク
80人
常盤平保健福祉センター（ふれあい22）
160人
総合福祉会館
80人
六実市民センター別館
120人
東部スポーツパーク
80人
総合福祉会館
80人
小金保健福祉センター
160人
六実市民センター別館
120人
常盤平保健福祉センター（ふれあい22）
160人
中央保健福祉センター
160人

あなたの健康
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外用剤の正しい使い方
医療機関
（病院や診療所など）から処方されるお薬
には、内服薬・外用剤・注射剤があります。外用剤に
（貼り薬）
・塗布剤
（塗り薬）
・点眼薬・点鼻
は、貼付剤
薬などがあります。
外用剤は病気を治したり、病気による症状を和ら
げたりするために使用されます。効果も期待されます
が、内服薬と同じように副作用があります。外用剤を
処方する医師は、患者さんの状態・体質・併用薬など
を考慮して適切な外用剤を必要な用量で処方します。

8

受付時間各9時30分、10時30分、11時30分 対象40〜75
歳誕生日前日までの松戸市国民健康保険加入者 ※肝炎ウ
イルス検診・胸部レントゲン・がん検診等は同時に実施し
ません（同時受診を希望する人は、委託医療機関の特定健
康診査をご利用ください）
。
健診日の2週間前までに、電話で国民健康保険課健診班
☎366−1121へ
※特定健診の結果から、生活習慣病のリスク
（ 腹囲・血圧・血糖・
脂質異常・喫煙など）
に応じて特定保健指導を実施しています。
該当する人には利用券を送付します。ぜひご利用ください。

健康診査の費用の一部を助成します

対象次の全ての要件を満たす人①特定健康診査相当の健康
診査を受診し受診費用を自己負担した人②松戸市国民健康
保険加入の40 〜75歳誕生日前日までの人③市の特定健康
診査・人間ドック費用助成等を受けていない人
※詳細は国民健康保険課健診班にお問い合わせください。

正しく使われている患者さんが多い中、間違った
使い方をされている患者さんもしばしば見かけま
す。医療機関で処方された外用剤は処方された本人
のみで使用しましょう。ご家族や知り合い同士で使
いまわすことはやめましょう。体質的に合わない場
合、大きな副作用を起こす可能性があります。また
医師から指示された用量を守りましょう。自己判断
で多く使用したり、効果がないからといって途中で
中止したりしないようにしてください。
外用剤も、内服薬と同じように用法・用量を守り、
正しく使いましょう。
松戸市医師会

http://www.matsudo-med.or.jp/

がん検診集団日程
健康推進課☎366−7487
①肺がん検診（結核住民健康診断）・大腸がん検診
受付時 間 9 時30分〜11時（全日程共通）
対象40歳以上の人
日程
5/ 8㈪
5/11㈭
5/16㈫
6/ 1㈭
6/12㈪
6/19㈪
6/27㈫
7/ 4㈫
7/12㈬
7/18㈫
7/24㈪
10/ 5㈭
10/10㈫
10/24㈫
11/ 9㈭
11/14㈫
11/27㈪
H30/ 1/17㈬
1/31㈬
2/ 7㈬
2/13㈫
2/20㈫

会場
中央保健福祉センター
東部スポーツパーク
新松戸市民センター
小金保健福祉センター
常盤平保健福祉センター
（ふれあい22）
中央保健福祉センター
六実市民センター別館
小金保健福祉センター
中央保健福祉センター
常盤平保健福祉センター
（ふれあい22）
新松戸市民センター
新松戸市民センター
六実市民センター別館
常盤平保健福祉センター
（ふれあい22）
東部スポーツパーク
新松戸市民センター
中央保健福祉センター
常盤平保健福祉センター
（ふれあい22）
中央保健福祉センター
常盤平保健福祉センター
（ふれあい22）
新松戸市民センター
小金保健福祉センター

※大腸がんの検体提出日は、受診券同封のお知らせまた
は市ホームページをご覧ください。 検体容器の配布時に
もお知らせします。 ※検診日、検体提出日ともに、受
診券（黄色）をお持ちください。（予約不要）

②子宮頸がん検診
受付時間9時30分〜11時、
13時30分〜15時（全
日程共通） 対象20歳以上の女性 定員 午前先
着200人、午後先着150人
日程
5/ 1㈪
5/ 1㈪♪
5/ 2㈫
5/ 8㈪
5/17㈬
5/18㈭♪
6/12㈪♪
6/29㈭♪
7/ 3㈪♪
7/11㈫♪
11/ 1㈬♪
11/ 8㈬
11/10㈮
11/13㈪♪
11/21㈫♪
12/14㈭
12/19㈫♪
12/21㈭♪
H30/ 1/16㈫♪
1/22㈪♪
1/25㈭♪
1/30㈫
2/ 2㈮♪
2/ 6㈫

会場
中央保健福祉センター
常盤平保健福祉センター
（ふれあい22）
新松戸市民センター
六実市民センター別館
常盤平保健福祉センター
（ふれあい22）
小金保健福祉センター
中央保健福祉センター
中央保健福祉センター
常盤平保健福祉センター
（ふれあい22）
新松戸市民センター
中央保健福祉センター
新松戸市民センター
六実市民センター別館
常盤平保健福祉センター
（ふれあい22）
中央保健福祉センター
東部スポーツパーク
新松戸市民センター
常盤平保健福祉センター
（ふれあい22）
小金保健福祉センター
中央保健福祉センター
常盤平保健福祉センター
（ふれあい22）
東部スポーツパーク
新松戸市民センター
中央保健福祉センター

※受診券（黄色）
をお持ちください
（予約不要）
。 ※スカー
トを着用またはご持参ください。※♪マークのある日程は、
ママサポート
（子どもの一時見守りなど）
を実施しています。

聞こえのサポーター講座〔全4回〕
要申込
受講者募集
6月6日〜27日の毎週火曜日18時〜20時 会場ふ
れあい22 3階研修室 内容さまざまな要因による
聞こえにくさからコミュニケーションに不自由を感
じている人と筆談で対話する技術を学ぶ ※受講者
に対する情報保障はつきません。 対象市内在住・
在勤で全ての回に出席できる人 定員20人程度（抽
選） 費用無料
5月2日㈫〔消印有効〕までに、はがきに住所・氏
名（ふりがな）
・年齢・職業・電話番号・FAX番号を
記入して、〒271−8588松戸市役所障害福祉課へ
同課☎366−7348（ 366−7613）

4月21日㈮〜 5月31日㈬は緑の募金にご協力ください。緑化事業に役立てる他、東日本大震災被災地域の緑化森林整備等も支援します。

●広報まつど 2017 年（平成 29年）4 月15 日

平成
29年度

定期予防接種実施のお知らせ

医療機関名

接種の際は、子どもの年齢と対象年齢等を確認してください。対象年齢や接
種期間を過ぎると無料で受けられません。医療機関によっては実施していない
予防接種もあります。各医療機関に確認した上で予約してください。また、紛
失や転入等の理由で予診票をお持ちでない人は、以下のいずれかの方法で申し
込んでください。①健康推進課に直接（即日発行）②各支所の市民健康相談室
で（後日郵送）③はがきに下記事項を記入して郵送（後日郵送） ※①・②は
母子健康手帳が必要です。
はがき記入要領
宛 先 〒271−0072松戸市竹ケ花74の3 健康推進課予防衛生班（裏）今まで
受けた全ての予防接種と受けた日付・郵便番号・住所・保護者氏名・子どもの
氏名と生年月日・電話番号 ※県内（市外）にかかりつけ医がいる人や、やむ
を得ない事情で市内で予防接種を受けることができない人は、
「千葉県内定期予
防接種相互乗り入れ事業」に参加している県内医療機関でも接種可能です。詳
細は、健康推進課予防衛生班にお問い合わせください。

不活化ポリオ(IPV)
水痘(水ぼうそう）

回数
注意事項
3回
平成28年10月より定期予防接種に
4回まで 接種開始年齢により回数が異なる
4回まで 接種開始年齢により回数が異なる
1回

生後３カ月〜７歳６カ月
4回
未満
生後3カ月〜7歳6カ月
4回
未満
1 〜3歳未満
第1期 1 〜2歳未満

2回
1回

麻しん風しん混合
（MR） 第2期6歳になる年度
（平成23年4月2日〜24 1回
年4月1日生まれの人）

日本脳炎

第1期 3 〜7歳6カ月未
満
第2期 9 〜13歳未満

ジフテリア・破傷風混
第2期11 〜13歳未満
合（DT）

3回
1回

平成24年11月より定期接種に。DPT
とポリオの終わっている人は不要です

予診票は小学6年生の4月下旬に送付

小学6年生〜高校1年生
ヒトパピローマウイル に相当する年齢の女性
けい
3回
ス感染症（子宮頸がん） (平成13年4月2日〜平成
18年4月1日生まれの女性)

接種後に持続的な痛みを訴える副反
応が報告されているため、平成25年
6月14日より積極的な接種勧奨は差
し控え

※予防接種を受ける際は、予診票・健康保険証・母子健康手帳・子ども医療費助
成受給券（中学3年生まで）を持参してください。
※ワクチンは、それぞれ決められた接種間隔を守って接種してください。

まつど健康マイレージ事務局からのお知らせ

362−3136

330−1301
362−3105

平野医院

362−2322

馬
橋
・
新
松
戸
地
区

医療機関名

電話番号

島村トータル・ケア・クリニック 308−5546
まるやまこどもクリニック 367−4970

明
第
１
・
第
２
地
区

田代外科医院

364−9976

稔台斎藤クリニック

330−2300

松戸クリニック

362−4148

奥隅医院

362−1825

西川医院

368−0081

とちき内科循環器科

308−6666

丸山内科医院

361−7900

竹下医院

363−6286

青木内科

364−1681

柳澤医院

364−1300

内藤医院

368−0345

高木クリニック

364−0979

石島医院

367−2131

医療機関名

東
部
・
矢
切
地
区

五
香
・
六
実
地
区

医療機関名

368−2341

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
矢切クリニック

394−8850

高塚団地診療所

392−6751

東松戸クリニック

392−9911

加賀谷正クリニック

312−7707

秋山ハートクリニック

330−9911

医療機関名

米沢医院

電話番号

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

健康まつど21
マスコットキャラクター
けあら

日時4月21日㈮13時30分〜15時30分 会場市立病院2号館5階大会議室 内容フリートーキング
定員先着15人 費用無料 ※がんのご相談もお受けしています。
電話またはFAXで同病院がん診療対策室 ☎363−2171（内線1667）
、 363−1489へ

要申込

小
金
・
小
金
原
地
区

八
柱
・
常
盤
平
地
区

秋山クリニック
若葉ファミリー常盤平駅前
内科クリニック
たつみこどもクリニック
皆春堂かおり小児科
久保田医院
池亀小児科医院
千葉西総合病院
宇野医院
三井クリニック
上原こどもクリニック
市川こどもクリニック
宮前クリニック
後藤医院
岡村胃腸科外科
ハートクリニック牧の原
牧の原クリニック
ジュノ・ヴェスタクリニック八田

4月17日㈪9時から、電話で各保健福祉センターへ 5/ 2㈫ 小金保健福祉センター

20人

346−5601

4月29日㈷の応急歯科診療所開設のお知らせ

診療所名いそざき歯科（松戸新田245の1、
☎308−0123）
、藤原デンタルクリニック（常盤平3の
10の1セブンタウン常盤平3階、
☎704−5150） 診療時間各9時〜17時（13時〜14時を除く）
地域医療課☎366−7771

ラジオ体操講習会 要申込

目からウロコ、効果抜群のラジオ体操を伝授します。
日時5月14日㈰10時 〜11時30分（受付9 時30分） 会場常盤平体育館 講師NHKテレビ・
ラジオ体操講師・鈴木大輔氏 対象市内在住・在勤・在学の人 定員先着200人 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。 費用無料
鈴木大輔氏
電話で健康推進課☎366−7486へ
農政課☎366−7328

340−6767

346−6655
342−1071
342−1076
341−3191
341−1368
309−5515
341−6185
341−1131
342−1078
340−5888
341−3286

電話番号

387−5556
316−2200
703−9780
311−2500
387−5454
387−7742
384−8111
386−4822
392−1013
311−3131
383−2312
311−1666
384−7471
384−3667
382−6047
389−8311
385−3281

「見守り支援が必要」と申し出があった
市内75歳以上の高齢者世帯を民生委員が
訪問しています
市内の要介護（要支援）認定等のない単身および高齢者
のみの世帯26,298人を対象に、現状を把握するため平成
28年2月にアンケート調査を実施しました。その結果、
「民
生委員による見守り支援が必要」との申し出が3,160人か
らありました。この結果をもとに、6月までに民生委員が申
し出のあった世帯を訪問し、安否確認や生活する上で困っ
ていることがないか等、見守り支援を行います。
※アンケート結果の詳細は、市ホームページに掲載してい
ます。アンケート結果は回答者の同意があったものに限り、
民生委員、高齢者いきいき安心センターに提供しています。
介護制度改革課☎366−4101

いきいきシニア楽しいクッキング教室日程表

会場
定員（先着） 電話番号
時間各10時〜13時 内容講話と調理実習 対象 日程
4/27㈭ 中央保健福祉センター 30人 366−7489
60歳以上の市民 持ち物エプロン・三角巾・布巾2
常盤平保健福祉センター
4/28㈮
30人 384−1333
枚・手拭きタオル・筆記用具 費用無料
（ふれあい22 2階）

電話番号

342−1069
345−6971
342−1077
702−7858
341−8181
700−5572
341−1265
309−1177
703−7215
345−1111
374−4810
345−6000
309−7200
341−2011
703−7222
701−5555
340−4976
346−1818
345−3333
341−1125

電話番号

斉藤内科・心療内科クリニック
小泉産婦人科医院
大久保医院
山本病院
伊藤医院
きのわきクリニック
湯原産婦人科医院
小金原診療所
富岡産婦人科医院
山口内科クリニック
髙江医院

医療機関名

電話番号

皆川医院

市場医院
兒玉医院
守岡小児科医院
八ケ崎 山下クリニック
わたき小児科
脇坂内科クリニック
恩田メディカルクリニック
わざクリニック
馬橋クリニック
新松戸中央総合病院
新松戸ハートクリニック
とくいずみ医院
あおぞら診療所新松戸
おのクリニック
桐友クリニック新松戸
平岡クリニック
斉藤こどもクリニック
森内科クリニック
熊谷内科
大谷口医院
はらだ小児科

岡産婦人科稔台クリニック 364−2071

がん患者・家族「集いの場」 要申込

農政課・各支所で受け付けています。

308−3338
703−8941

栗原医院

平成29年度特典抽選対象期間平成30年1月31日㈬まで ※応募用紙は平成30年2月7日㈬ 必着。
応募用紙が新しくなりました NEW!
各保健福祉センター、各支所内市民健康相談室、各市民センターで配布しています。
※旧応募用紙でもマイルは貯められます。平成29年度からマイル対象項目に「自分マイル」を追加
しました。このほか特典内容など、詳細は6月下旬発行予定の広報まつど特集号をご覧ください。
同事務局☎366−7486

いきいきシニア楽しいクッキング教室
学ぼう! 食を通した健康長寿の秘訣

362−2531

オーククリニック フォーミズ病院 703−1112

接種期間：平成30年3月31日まで

1回

362−2680

森田医院

本町クリニック循環器内科・内科 312−4113

平成24年9月より生ポリオから不活
化ポリオに切り替え。生ポリオを2回
接種している人は不要
平成26年10月より定期予防接種に

特例対象者
①平成7年4月2日〜平成19年4月1日
生まれの人：20歳になるまで接種可能
②平成19年4月2日〜平成21年10月
1日生まれの人：第1期不足分を第2
期の期間に接種可能

中山こどもクリニック
ほっち医院
松
戸 上野整形外科
地
区 つるこどもクリニック
林こどもクリニック

定期予防接種対象年齢と受け方の注意
対象年齢
1歳未満
生後2カ月〜5歳未満
生後2カ月〜5歳未満
1歳未満

電話番号

松戸タワークリニック内科・
331−0143
眼科・小児科

健康推進課予防衛生班☎366−7484

予防接種名
B 型肝炎
Hib(ヒブ)感染症
小児の肺炎球菌感染症
BCG
ジフテリア・百日せき・
破傷風・不活化ポリオ
混合(DPT−IPV)

医療機関名

予防接種実施医療機関一覧

要申込

松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談
相談名（原則予約制）
日時
電話（予約不要）5/ 9 ㈫ 9:00 〜 11:30
不妊相談
来所
5/ 9 ㈫ 13:30 〜 15:00
思春期相談
5/ 8 ㈪ 14:00 〜 17:00
精神保健福祉相談
5/15 ㈪ 14:00 〜 17:00
酒害相談
5/18 ㈭ 14:00 〜 16:30
5/ 2 ㈫・16 ㈫
即日検査
13:30 〜 14:30
夜間検査
5/16 ㈫ 17:30 〜 18:30
エイズ
検査
※要予約※検査は匿名・無料
※梅毒、クラミジア、B型・C型肝炎の
検査も可
電話（予約不要）月〜金曜日 9:00〜17:00
DV相談
来所
原則金曜日 9:00 〜17:00
障がい者 電話（予約不要）月・火・木・金曜日
9:00 〜 17:00
差別相談 来所

予約・問い合わせ

☎361−2138

☎361−2139

☎361−6651
☎361−2346
367−7554
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「地域で 活躍したい」

要申込

塾生募集
社会貢献したいな
あ。
でもいきなり飛
び込むのは勇気が
いるなあ…

まつど地域活躍塾は、まつどをより暮らしやすい
まちにするために、町会・自治会、NPO、ボランティア団体など、地域で活躍する人材を育成
するための塾です。市内の活動を知り、体験し、自分に合った活動を見つけませんか。
学習内容 ①講義（町会・自治会活動、市民活動を知る）②ワークショップ（街の課題を
知り、考える）③実地体験（町会・自治会、NPO等の活動を体験する） 受講期間6月〜平
成30年 2月 会場新松戸市民活動支援コーナー他 対象地域で活動する意思のある市
内在住・在勤・在学の18歳以上の人 定員40人（申込者多数の場合書類選考） 費用
5,000円 ※入塾後は、払い戻しできません。 日程主に金曜日14時〜16時30分（年
間20回実施予定）
4月17日㈪〜5月19日㈮〔必着〕の間に、①申込書（今までの活動履歴も記載）
②レポート
「まつど地域活躍塾で学び、実践したいこと」
（800字以内）
を、郵送または直接持参で〒271
−8588松戸市役所 市民自治課（☎366−7062）
へ
※申込書は同課で配布する他、市ホームページからダウンロードできます。

松戸地域職業訓練センター

講座のお知らせ

Windows7 使用

要申込

定員 各先着10 人
費用 各12,000 円（当会員事業所または団体会員メンバーは10,000 円）
講座名

日時

① E xcelを使った表計算講座

5/15 ㈪〜18 ㈭ 13:30 〜 16:30

PowerPoint 基礎講座
（Word経験者）

5/22 ㈪〜25 ㈭ 9 :30 〜 12:30

③ Word講座（基礎・応用）

5/16 〜 6/15 までの毎週火・木
曜日 19:00 〜 21:00

②

※その他 Excel・PowerPoint応用講座等の各種講座もあります。 ※
開催日の7日前に申し込みが 2人に満たない場合は中止。③は 3人に満
たない場合は中止。 ※受講費用の50%を助成する若年者職業訓練講
座助成金制度の詳細は、電話で商工振興課☎ 711− 6377へ。
受講料を添えて、直接同センター（小金原1の19の3、☎349−3200）
へ

博物館と戸定歴史館は、市内在住の身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人
とその介護の人、市内在住の70歳以上の人は観覧料無料です。また、小・中学生も観覧料無料です。
館し、翌日休館）
年前の世界 3〉かげりゆく共
※みどりの相談室は、水・土・日曜日と
存の輝き」
〈50分〉
祝日の10:00〜12:00と13:00〜15:30
博物館
※ 5/18 ㈭の上映はありません。 （電話相談あり）。
〒270−2252 松戸市千駄堀671
会場講堂 定員各回先着 80 人
※バーベキューのお問い合わせは、☎
☎384−8181
385−1815へ。
（申込不要） 費用無料
◆午前 11時の名画座
開館時間…9:30〜17:00
（入館は16 :
◆みどりの里で茶摘み体験
30まで）
・4/30 ㈰まで 11:00
新茶の手摘みと煎茶づくり
休館日…月曜日（祝・休日の場合は
「
〈秩父の通過儀礼 その 1〉安
5/17 ㈬ 13:30〜15:30
開館し、翌日休館）
・年末年始
産祈願から帯解きまで」
〈45
講師みどりの相談員・丸尾三恵
常設展観覧料…一般300円、高校・
分〉
大学生150円（団体料金あり）
。
子氏 定員先着24人 費用無料
※障がい者専用以外の駐車場はあり
・5/2 ㈫〜31㈬ 11:00
◆生き物の体をマイクロスコープ
ません。21世紀の森と広場の有料駐
「
〈アレクサンドロス大王と東
でズームイン !
車場をご利用ください。
西文明 第 1 話〉ギリシャの輝
5/27 ㈯ 10:00〜11:30
き」
〈50 分〉
◆4/29㈷は開館記念日、
5/18
講師自然解説員・高保純樹氏
会場講堂 定員各回先着 80 人
㈭は国際博物館の日を記念し
定員先着25人 費用無料
（申込不要） 費用無料
て、観覧は無料です
◆しぜん観察入門 花から実
◆土日祝 のキッズシアター
◆館蔵資料展「木の造形 東北
ができるまで
・4/30
㈰までの土・日曜日、 5/27 ㈯ 13:30〜15:00
の伝統こけし」
祝日 13:15
4/25㈫ 〜6/11㈰ 9:30〜17:00
講師自然解説員・加藤裕一氏
アニメ「
〈ふるさと再生 日本の
※詳細は 6 面をご覧ください。
定員先着 25人 費用無料
昔ばなし〉町のねずみと田舎
◆
「第3回 松戸市展選抜展」
（松
のねずみ」ほか 2 話〈約 25 分〉
戸美術会・松戸市教育委員会
文化ホールギャラリー
・5/3 ㈷〜 28 ㈰までの土・日
共催）
☎367−7810
曜日、祝日 13:15
4/25 ㈫〜 6/4 ㈰ 9:30〜17:00
開館時間…10：00 〜18：00
アニメ「
〈ふるさと再生 日本の
※詳細は 6 面をご覧ください。
（初日と最終日は公開時間が変更の場
昔ばなし〉
蛇息子」
ほか
2
話
〈約
◆こども体験教室「親も楽しむ
合があります）
25 分〉
勾玉づくり」
休館日…月曜日
会場講堂 定員各回先着 80 人
5/3㈷ ①10:00〜11:00 ②13:30
◆アトリエ山川アバンダンス
（申込不要） 費用無料
〜14:30
油絵展
◆ガイドツアー（総合展示解説）
会場実習室 講師同館学芸員
4/16 ㈰まで
随時受付（常設展観覧券が必要）
対象小学生と保護者（子どもだ
山川☎344 − 5037
けの参加可・材料は1組に1個）
◆木馬会作品展
21世紀の森と広場
定員各15組（抽選）費用無料
4/18 ㈫〜 23 ㈰
4/25 ㈫〔必着〕までに、往復
パークセンター
秋場☎367 −3297
☎345 − 8900
はがき（1 組 1 枚）に住所・参加
◆第 5 回フォトフレンドリー写
者全員の氏 名（ふりが な）
・電
講座は全て申込制。電話でパーク
真展
センターへ（9:00 〜17:00）
話 番号・学年（子どもの年齢）
・
4/18 ㈫〜 23 ㈰
希望時間（①か ②）
を記入して、
開館時間…9:00〜16:30
田中☎ 342−9828
休館日…月曜日（祝・休日の場合は開
「勾玉」係へ
◆ 東京都退職校長会千葉西
フォトクラブ写真展
4/19 ㈬〜 23 ㈰
要申込
阿部☎386−9898
◆第
22 回フォトクラブ写 楽 写
実習期間合同実習=7月23日㈰、実務実習=7月27日㈭〜8月
真展
16日㈬（月曜日を除く）の間の6日間 対象次の全てを満たす
5/2 ㈫〜 7 ㈰
人●現在大学・または大学院に在学中で、学芸員資格取得に必
松本☎ 341−6352
要な単位の内、博物館実習以外の単位を全て取得している●学
◆フォト倶楽部さくら会写真展
部生の場合、最終学年に在籍している●歴史学・考古学・民俗学などの人文科学系の学問分
5/9 ㈫〜 14 ㈰
野を専攻している●全日程参加可能。 定員10人程度（書類選考） 申請書類①博物館実習
坂巻☎388 − 6136
申込書（博物館ホームページからダウンロードし、大学が作成）②学芸員課程の必修単位の
◆春の花展
うち、博物館実習以外の単位が取得済みまたは取得見込みであることがわかるもの（大学
5/13 ㈯・14 ㈰
発行の書類に記載があれば、単位取得証明書以外も可）③身上書（各大学所定の書式。学歴
落合☎ 362−9296
は中学校卒業以上を記入）④志望理由書（書式自由。800字以内）⑤返信用封筒（宛先に所
属大学の実習担当部署を記入して、切手82円分を貼付） ※定員に達した場合は、各大学1
松戸駅市民ギャラリー
人。 ※市内在住・出身者を優先。 ※出席できない日がある場合は、申込書の備考欄に理由
生涯学習推進課☎367−7810
と期間を記入。 ※実習修了後、
「修了証明書」を送付しますが、実習生の成績評価は行いま
せん。選考結果は5月18日㈭に各大学宛てに発送。提出された書類は返却しません。
〈 4/27㈭まで〉
4月25日㈫〜5月12日㈮〔必着〕の間に、申請書類を持参または郵送で〒270−2252
パステル会（虹）作品展
松戸市千駄堀671 市立博物館学芸班博物館実習担当（☎384−8181）へ
檜山☎365−9343

21世紀の森と広場内

◆博物館館内公開「博物館の
裏方、お見せします」
5/5 ㈷ 10:00 〜 11:00
講師同館学芸員 定員15人（抽
選） 費用無料
4/27 ㈭〔必着〕までに、往復
はがき（1人1枚）に住所・氏名（ふ
りがな）
・電話番号を記入して、
「館
内公開」係へ
◆こども体験教室「親も楽しむ
米づくりと展示づくり−小学 生
学芸員になろう−」
〔全10回〕
5/6 ㈯・13 ㈯、7/8 ㈯、8/5 ㈯、
9/16 ㈯・30 ㈯ 各 9 :30 〜
12 : 00、11/25 ㈯、12/9 ㈯、
H30/1/6 ㈯ 各 9:30 〜 15:00、
1/27㈯ 13:00〜15:00（※ 8月
までは雨天の場合翌日に順延）
会場実習室、21世紀の森と広場
他 内容米づくりを体験し、そ
の成果を学習資料展で展示・発
表 講師同館学芸員、同館友の
会 対象小学 4 〜 6 年生と保護
者（子どもだけでも参加可） 定
員10 組（抽選） 費用無料
4/27 ㈭〔必着〕までに、往復
はがき（1 組 1 枚）に住所・参加
者全員の氏名（ふりがな）
・学年
（子どもの年齢）
・電話番号を記
入して、
「小学生学芸員」係へ
◆ミュージアムシアター
・4/30 ㈰ まで（平日）13:15、
15:15（土・日曜日、祝日）15:15
「
〈奇跡の映像 よみがえる 100
年前の世界2〉激動の世紀への
胎動」
〈50分〉
・5/2 ㈫〜31㈬（平日）13:15、
15:15
15:15（土・日曜日、祝日）
「
〈奇跡の映像 よみがえる 100

市立博物館実習生を募集
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色えんぴつの世界
吉田☎090−7220−1675
〈4/28㈮〜5/11㈭〉
松戸ボタニカルアート作
品展
今 ☎366−1803
しゃれ文字展
飯島☎362−8284
〈5/12㈮〜25㈭〉
もっと知りたいオーストラ
リア&広げよう! 国際交流の輪
国際交流協会☎366−7310
ウールーシュシュ第1回羊
毛フェルト作品展
榎添☎03−6659−8700
松戸駅市民ギャラリーの利
用受付と説明会
4/26㈬10:30から 会場文
化ホール 対象利用期間7/7
㈮ 〜9/29㈮（抽選） 持ち
物筆記用具・代表者の印鑑
生涯学習推進課☎367−
7810

戸定歴史館
☎362−2050

開 館 時 間 … 9:30 〜17:00（ 入 館 は
16:30まで）
休館日…月曜日（祝・休日の場合は開
館し、翌日休館）
入館料…共通券一般240円など、個
別券一般150円など

◆1867年 パ リ 万 博150周年
記念展 −第Ⅰ期 プリンス・
トクガワと渋沢栄一 −
6/25㈰まで

※申し込みは、
全て当日会場で。

◆①健筋運動②簡単フラダンス
4・5月の①毎週木曜日②毎週金
曜日（ 5/5㈷を除く）各10:00
〜10:50 会場運動公園武道館
対象①60歳以上②18歳以上の
人（初心者可） 持ち物①上履
き 定員各先着25人 費用1回
同公園☎363−9241
500円
◆バドミントン教室
（初級・中級）
毎月第4金曜日9:00 〜11:00
会場柿ノ木台公園体育館
ス
ポーツ推進委員・坂平☎366−
3432

スマートフォン・タブレット用アプリ「 マチイロ」を利用して広報まつどを配信しています。ぜひご利用ください。
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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です）
…日時、日程
…会場
…内容
…講師
…対象
…定員
…持ち物
…費用（記載のないものは無料） …申込方法、申込先
…問い合わせ先

◆ 日本舞踊親子体験教室（伝統文化親
子教室事業）
4月〜平成 30 年1 月の第 1・3 ①土曜
日②日曜日各 15 時〜 16 時
①八柱市
民センター②市民会館
幼児〜中学生
浴衣・帯・たび・ひも（貸
の子とその親
出可） 電話で松戸日本古典舞踊連盟・
伊澤☎ 387−7317へ
◆稔台フレンド寄席
① 4 月 15 日㈯② 5 月 20 日㈯各 19 時
オオイ文化センター（新京成みの
から
り台駅前） ①春風亭昇りん②瀧川あま
200 円
稔台フレンドクラブ・
ぐ鯉
小林☎ 367−6579
●松戸市レディースソフトボール大会
①春季大会 4 月 16 日㈰〔予備日 4 月
30日㈰〕8 時 30 分から
古ケ崎河川敷
ソフトボール場 ②ナガセケンコー旗争
奪ソフトボール大会 5月28 日㈰〔予
備日 6 月18日㈰〕8時 30 分から
聖徳
大学附属女子高校
各市内在住・在勤で
各 1 チーム①
15 歳以上の女性チーム
電話で同連盟・直
5,000 円② 6,000 円
井☎ 090−9957−3864 へ
●①インナーバランスエクササイズ「チビ
ボールで骨盤コンディショニング・ズンバ」
②介護予防のほぐし & 呼吸 & 筋トレコ
ンディショニング
①Ⓐ 4 月 16 日㈰・23 日㈰、5 月 7 日
〜 21 日、6 月 4 日〜 18 日の日曜日Ⓑ 4
月 20 日㈭・27 日㈭、5 月 11 日〜 25日、
6 月 8 日〜 22日の木曜日各 9 時 50 分〜
11 時 20 分② 4 月 27 日 ㈭、6 月 1日㈭、
①
6 月29日㈭各14 時〜 15 時 30 分
Ⓐ基礎と応用Ⓑ基礎を習得したい人②歩き
に不安のある人で 1 人で来られるもしくは
各先着 7 人
各1
付き添いがいる人
Emi の樹スタジオ
回①1,500 円から
FAX で NPO Emi の
（南流山駅下車）
樹ダイエットフロンティア・広野☎ 340
−1663へ
◆親子であそぼう（リズム運動他）
4 月①18 日㈫・25 日㈫ ②21 日㈮・28
日㈮各 11 時 15 分 〜12 時 15 分、③ 21
運動
日㈮・28 日㈮各 10 時 〜 11 時
①②2 歳③1歳半以上
公園体育館
各先着20 組
各 500 円
電話でプ
チさくらんぼクラブ・佐藤☎311−1907
（17 時まで）へ
◆いきいき健康応援DAY（スポーツクラ
ブ施設無料開放）
4 月 21 日㈮ 9 時〜11時
スポーツ
クラブ NAS松戸店
60歳以上の人

電話で同クラブ・冨山☎361−2188 へ
●優しい詩吟教室
① 4 月21日㈮10 時〜12 時②5 月 6 日
〜 6 月24日の毎週土曜日10 時〜12時〔全
8 回〕
①明市民センター②小金市民セ
②筆記用具
② 200 円
ンター
電話で翔龍会・①長谷川☎090−3046−
4991②吉富☎090−4413−3523へ
◆司法書士法律相談
4 月 22 日㈯ 、5 月13 日㈯・27日㈯各
松戸商工会議所
先着
10 時〜15 時
8 人（要予約） 電話でちば司法書士総
合相談センター☎043−204−8333 へ
◆新撰組ウォーク
4 月 23 日㈰ 13 時松戸駅西口デッキ集
先着 20 人
合、15 時松戸駅解散
500 円
電話で松戸学会・須藤☎ 090
−3346−1475 へ
●緑樹会絵画展（人物・静物・風景・抽
象画）
4 月25日㈫ 〜30日㈰ 10 時 〜18時
アートスポットまつど
緑樹会・小 辻
☎ 090−9978−8500
◆松戸人権・平和展
4 月 26 日 ㈬ 〜 30 日 ㈰ 9 時 〜 21 時
（26日は12時から、30日は16時まで）
市民会館
同実行委員会・篠原☎386
−4339
◆股関節柔軟体操体験会
4 月26日㈬10 時30 分〜11時30 分
勤労会館
腰・膝痛等の解消
先着
10 人
500 円
電話で松戸真向クラ
ブ・長谷部☎090−6535−2133 へ
◆千葉県能率総合研究所「企業活性化
相談」
4 月26日 ㈬、5 月24日㈬、6 月28日
勤労会館
（公
㈬各14 時〜18 時
社）全能連認定マネジメント・コンサルタ
ントへの相談
市内中小企業の経営者
電話で同相談事務局（㈱ティーシーイー
エム内）☎047−481−8531へ
●初心者キルト講習会（キルト手提げと
コインケースの制作）
〔 各全3回〕
① 4 月 27 日㈭、5 月 11 日㈭・18 日㈭
② 4 月 28 日㈮、5 月 12 日㈮・19 日㈮各
①小金原②常盤平
10 時 〜11時50分
各全 3,000 円
松戸
各市民センター
生活文化協会・安達☎343−6898
●貴 方も人前で話せる話し方講座〔全
4回〕
4 月 27 日㈭、5 月 11 日㈭、6 月 8 日
市民会館
㈭・22日㈭ 各19 時〜21時
筆記用具
全3,000円
（含テキスト代）

話で同楽団・若林☎080−3713−4010へ
電話で実践話し方研究会・田中☎ 090
●松戸シルバーテニス大会
−4374−3931 へ
5月 10 日㈬ 9 時から〔雨天の場合抽選
◆さくらんぼ親子体操体験会
会〕 栗ケ沢公園庭球場
市内在住で
4 月 28 日㈮、5 月 12 日㈮ 各10 時 30
60歳以上または松戸シルバーテニス連盟
分〜11時 30 分
青少年会館樋野口分
先 着108人
1,500 円
に加盟
館（松戸駅下車）
2 〜 3 歳児の子と親
4
月30日㈰〔必着〕までに、往復はがきに
上履き、飲み物、ゴムボール（持ってい
住所・氏名・生年月日・性別・電話番号・
同会・伊部☎090
る人） 当日会場で
クラス別（上・中・初級・初心者）を記入
−2458−8449
して、〒271−0065 松戸市南花島3の38
●春の山野草展示会
の11 IHSM テニスアリーナ内松戸シル
4 月 29 日㈷ 10 時〜 16 時
常盤平
バーテニス連盟・藤井（☎366−3600）
へ
ときわ草遊会・嵯峨☎
市民センター
●ワルツ・ジャイブ講習会〔全3回〕
387−6776（夜間のみ）
5 月 11 日 ㈭・18 日 ㈭・25 日 ㈭ 各19
●囲碁大会（棋力別・変則リーグ戦）
稔台市民センター
JDC
時〜21時
4 月30日㈰ 9 時〜 17 時
常盤平市
スタンダード A 級・田原健二氏
中級者
大人 1,500 円（高校生以下
民センター
全 4,000 円
電話でクルミダンス・大
常盤平囲碁クラ
800 円 ※昼食あり
場☎
080−1579−4358
（昼間のみ）へ
ブ・清水☎ 386−1988（昼間のみ）
◆「松戸の今昔物語」Ⅳ−小金宿を学ぶ
●松戸シティフィル定期演奏会（チャイ
〔全2回〕
コフスキー作曲交響曲第 1 番他）
5 月①12日㈮ ②19日 ㈮ 各10時 〜13
4 月 30 日㈰ 14 時 〜15 時 40 分
森
①小金市民センター② JR 北小金駅
時
900 円
（前売り券 800 円）
のホール 21
改札口10時集合
2 回とも参加できる
同楽団・宮城☎070−4134−1175（昼
500円
電話でご近所探訪・地
人
間のみ）
域を学ぶ・村上☎ 080−1152−1427 へ
●基本からの書の練習（毛筆）
◆大人のための①英会話②韓国語入門
5 月 2 日㈫・16 日㈫ 各13 時 〜15 時
講座〔各全 8回〕
八ケ崎市民センター
書道用具
5 月 18 日〜 7 月 6 日の毎週木曜日①
3,000 円
電話でたのしい書の会・石川
19
時 30 分〜20 時 30 分 ②18 時 〜19 時
☎ 345−6880（昼間のみ）へ
市民会館
各先着 15人
各 6,000
◆ 松戸憲法記念日の集い
電話で国際文化交流協会・前田☎
円
5月3日㈷13時〜17時（開場12時）
090−6489−2803（平日10時〜17時）へ
市民会館
岸井成格氏
先着1,200
●松の実コーラス定期演奏会
500 円
直接会場で
同実行
人
5 月20日㈯14 時〜16時
森のホー
委員会・今井 ☎344−9454
松の実コーラス・久貝 ☎364−
ル 21
◆春の山野草展
6369
5 月4日㈷・5 日㈷ 各10 時 〜16時
●チャリティーコンサート TSUKEMEN
竹ケ花自治会館
松戸盆栽愛好会・武井
LIVE2017in 松戸
☎ 387−0455
6月4日 ㈰16時 〜18 時10分
森の
●音鼓知心 ・大江戸助六流太鼓佐倉勇
ヴァイオリン2人とピ アノか
ホール21
翔太鼓・菖友會合同演奏会
当日券
らなる3人だけのオーケストラ
5 月 6 日㈯ 16 時 30 分〜 18 時 30 分
（開
S 席4,500円、A席3,500円（前売り券全席
菖友會・
場16時） 森のホール 21
指定 S 席4,000円、A 席3,000円 ） ※小
木村☎345−2351
学生は当日・前売り券ともに2,000円。
●はるかぜ演奏会 へいわってすてきだね
松戸友の会・田嶋☎392−3270（昼間
5月7日㈰13 時30分 〜15 時30分
のみ）
森のホール 21
前売り券 ① 大人
1,500円②子ども・障がい者 500円※当日
券各 200 円増。 東葛合唱団はるかぜ・
太田☎ 090−7821−1127
◆新星東関東吹奏楽団定期演奏会
5月7 日㈰14時（開場13時30分）
けやきプラザ（JR 我孫子駅下車） 先着
600円（未就学児無料） 電
551人

※都合により会場等は変更になる場合があります。※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。

小金原美容体操サークル
毎週①火曜日②木曜日各 9 時 30 分〜
小金原体育館
レクダンス、
11 時
女性
月各 1,500 円（入
柔軟体操
会金 1,000 円） 前田☎344−8668
ビビットF・C
（エアロビクス、ストレッチ）
毎週月曜日 9 時 30 分 〜 11 時
運
20 歳以上の人
先着 20人
動公園
月1,500 円（入会金 500 円） 飯塚
☎ 070−6424−7965
私にあったお片づけを見つける会
毎月第 3 木曜日10 時 〜11時 30 分
市民会館
月500円（入会金1,500
山﨑 ☎ 090−2545−4746（昼
円）
間のみ）
健康体操なのはな会（ストレッチ、リ
ズム体操等）
毎週水曜日 11 時〜12 時 30 分
小
金原体育館
60 歳以上の人
先着 5
月1,800 円（入会金 1,000 円）
人
塩田☎344−3564

日本スポーツ吹矢協会松戸支部
①第 1・2 日曜日 9 時〜 12 時②第 2・
①運動
3 木曜日 13 時 30 分〜17 時
各先着10
公園体育館②常盤平体育館
月1,000 円（入会金 1,000 円）
人
丸山☎366−6543
ピアニー歌う会
毎月第 2・4 水曜日10 時15 分 〜12時
アリエッタホール（松戸駅下車）
月
稲垣 ☎
2,500 円（入会金 1,000 円）
090−9019−0908
松飛台囲碁クラブ
毎週水・木・土・日曜日 13 時〜18 時
松飛台市民センター
年8,000円
※女性4,000 円・80 歳以上 6,000 円（入
会金なし） 川村☎ 386−1424
小金ペン習字サークル
毎月第 1・3 火曜日 19 時〜 21 時
小金市民センター
月 2,000 円（入会
金 1,000 円） 松本☎361−0677（昼
間のみ）

アプリは無料でダウンロードできます。詳しくは市 ホームページをご覧ください。

松戸市少年少女発明クラブ（開講式は
5 月14日㈰）
毎週①土曜日 14 時 30 分 〜 16 時 30
新松戸未来
分②日曜日10時〜12時
小学 3 年〜中
館（JR 新松戸駅下車）
学 3 年生（小学 2 年生は 保 護 者 同 伴 な
各 先着 50人
年 8,000 円
ら可 ）
4 月30日㈰〔必着〕ま
（入会金なし）
でに郵送で申込用紙（要問い合わせ）と
82円切手を貼った返信用封筒を同封し
て、〒270−0034 松戸市新松 戸 3 の1
の4 同クラブ事務局（☎090−5766−
3751）へ
ふれあい社交ダンスサークル
毎週日曜日 19 時〜21 時
新松戸市
民センター
月3,000 円（入会金1,000
円） 西☎344−5691
矢切社交ダンス研修会（初・中級者）
毎週金曜日18 時〜21 時
矢切公民
館
ダンスシューズ
月 2,500 円（入
会金1,000 円） 市橋☎363−2928
広報広聴課 (広報担当) ☎366−7320

松戸話楽の友（話し方の講義・実践・
話し合い）
毎月第 1・3 月曜日 13 時 30 分 〜 15
常盤平市民センター
月
時 30 分
小林☎
2,000 円（入会金 1,000 円）
386−3710
墨絵りんどうの会（水墨画・墨彩画）
毎月第 2・4 土曜日（8 月を除く）10
明市民センター
月
時 〜 12 時
木谷☎
3,000 円（入会金 2,000 円）
364−5510（昼間のみ）
松戸釣りクラブ（講習会・料理教室等）
月4回
県内河川、東京湾等
年
12,000 円（入会金 2,000 円） 左手 ☎
090−5818−7723
あしたば歌謡サークル
毎月第 2・4 木曜日 18 時〜 21 時
二十世紀が丘市民センター
月 4,000
円（入会金 1,000 円） 秋元☎ 364 −
4830
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右のQRコードを読み取ること
でアクセスできます

緊 急 重 要 情 報 のメー ル 配 信 を
行っています。 サービスの利用
は登録が必要です。（QRコード
から登録できます）
。

（平成 9年）

パソコン・スマートフォン版

MATSUDO DAN DAN HIGHWAY −
松戸高速道路予定空間利活用プロジェクト

要申込

春のコンサート&オープンフィールド
日時 4月30日㈰10 時〜14 時〔小雨
決行〕 ※受付は10時30分まで。 会
場東京外かく環状道路松戸市区間の
現場内（北総鉄道矢切駅下 車徒歩10
分） 内容高速道路部分で演奏会、絵
本の読み聞かせ等 定員先 着500人
費用無料
4月24日㈪までに、電話またはEメー
ルに参加者全員の氏名・年齢・住所・
電話番号を記入して、都市計画 課計
画班☎366−7372、 mcgaikan@
city. matsudo. chiba. jp へ

↑
至
松
戸

会場案内図

←至

三郷

コンビニ

パソコン・スマートフォン版

人を輝かせる
伝統の技 藤 井

モバイル版

つまみかんざし職人
ふじ

い

あや

の

彩 野 さん

指先の繊細な動きが、鮮やかな花を作り出し、さま
ざまな作品が生み出されます。
「着ける人のことを想いながら、ひとつまみ、

県
道
市
川
・
松
戸
線

東京
外か
く環
状道
路

モバイル版

ひとつまみを重ねています」。そう話す藤井さんのつくるかんざしには、着
ける人を輝かせる美しさがあります。
海外にあこがれていたという藤井さん

受付場所

外環松戸
相談所

至市

中矢切
京成バス中矢切バス停

がこの世界に飛び込んだのは、海外で日
本文化をうまく説明できなかった経験が
きっかけの一つだったといいます。
「
『食

川→

べていけないから』と職人から弟子入り

郵便局

も断られました。それでも、文化を継承していきたい、日本のものを海外の
人に知ってもらいたい、という思いで作り続けてきました 」と 話す藤井さ

至
市
川
↓

ん。2005年からは、
『つまみかんざし彩野』の名での販売も始めました。

北総鉄道
矢切駅

今では『ハレの日に使うもの』というイメージの強いかんざし。
「洋装に
合わせたり、日常使いを楽しんだり、もっと気軽に親しんでもらえたら」
と、
イヤリングやブローチなどの作品も制作しています。ピンセットと指先の
繊細な動きで、1辺が2cm程度の小さな羽二重やちりめんをつまむ丁寧なそ
の作業。
「かんざし単体の美しさも必要ですが、それだけが目立ちすぎても
いけません。着ける人自身が一番輝くように、バランスには細心の注意を払

会場風景

います」と想いを作品に込めていきます。
松戸市で育った藤井さんは、昨年、経済産業省関東経済産業局が選定する
「Next Crafts Generation 〜Kanto Eleven Project〜」の千葉県代表に選ば

幸せアルバム

平成28年2月生
あっという間に、1歳に
なりました。いつも笑顔
をありがとう。これから
も、素敵な思い出を作っ
ていこうね。

平成28年8月生
日々の成長に驚かされ、
あっという間の毎日です。
これからも優斗の笑顔
で周りの人を幸せにして
ね！

指すプロジェクトです。
「これまでの伝統を生かしつつ、新しいものを作りた
い。他の職人さんとのコラボレーションも楽しみです」
と話す藤井さん。その
視線と指先は、これまでのつまみか

尾
島
優
斗
ち
ゃ
ん

絢
ち
ゃ
ん

れました。これは、各地場の次世代の工芸職人による新たなモノづくりを目

留
花
ち
ゃ
ん

んざしの枠を超えた新しい価値の創
造に向かってまっすぐ伸びています。

要申込

平成28年9月生
いつもニコニコおり
こうな留花ちゃん。
こ
れからも元気に育っ
てね♬

新婚カップル（2年以内）
・赤ちゃん（応募時に満2歳未満）の写真募集中!
直接またはＥメールに写真データ、件名・住所・氏名(ふりがな)・名字掲載希望の有無・生年
月・電話番号・コメント50文字以内・市ホームページ 掲載希望の有無を記入して、〒271−
へ
8588 松戸市役所 広報広聴課 mckouhou@city.matsudo.chiba.jp（☎366−7320）

野菜の種まきから収穫までを一緒に体験
しましょう。 日時5月14日㈰、7月16日㈰、
8月27日㈰、10月15日㈰各9 時30分 〜11
時30分（初回は12時、最終日は13時まで）
会場21世紀の森と広場内みどりの里 対象
全回参加できる市内在住の小学生（保護者
同伴） 定員先着20人 ※申し込みが多数
の場合、昨年度の農業体験に参加していない人を優先します。 費用無料
4月24日㈪〔必着〕までにFAXまたはEメールに住所・氏名（ふりがな）
・
電話番号・学年を記入して、健康福祉政策課 704−0251、
mckenhuku@city.matsudo.chiba.jp
（☎704−0055）へ

を今まで以上に支援するために、コミュ
ニケーションを拡大させるための努力を
エリンが行く、どこでもマツド！ しています。Matsudo City International
Here comes Erin!
Portalのウェブページに加え、同名のフェ
イスブック・ページとツイッターのアカ
「リーチ (reach)」を 広げる
ウント
（@matsudo̲intl）を立ち上げ、さ
市内の国際コミュニティーは急速に成
らに月2回配信するEメールのニュース
長しています。今年3月までの5年間で、
レターも作りました。現在は英日バイリ
3,553人の外国人が市内に引っ越してき
ンガルになっていますが、今年度は中国
ました。これは33%の増加を示し、
語とベトナム語にも広
外国人市民の総数は約14,200人と
げる予定です。
なりました。私は、当初は、大した
国際事業や地域のイ
ことではないと思いましたが、こ
ベントなどの最新情報
の外国人市民3,553人が松戸市総
を更新しているので、
人口の5年間の増加人数の約9割を
是非SNSでフォローし
占めることに気付いたら、
とてもび
てください！リンクが
っくりしました！
ウェブページで紹介さ
みなさんのフォロー待ってます！
松戸市では、外国人市民の方々
れています。
国際交流員が松戸の魅力を紹介します
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「つまみかんざし彩野」では、誰でも参加で
きるワークショップなども開催しています。
詳しくは http://kanzashi-ayano.com/

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。

Expanding our reach
Matsudo s international community is growing rapidly. In the 5 years to
March of this year, 3,553 foreign nationals moved into the city. This is
an increase of over 33% and has brought the total number to roughly
14,200. I didn t think much of this data until I realized that these 3,553
foreign nationals also represent almost 90% of the 5-year increase in
Matsudo s total resident population. Impressive!
To better support our foreign resident community, we have recently
expanded our communication efforts. In addition to the Matsudo City
International Portal website, we have launched a Facebook page of
the same name, a Twitter account (@matsudo̲intl), and also created
a fortnightly Email news letter. All are currently bilingual, but will be
expanded into Chinese and Vietnamese during the year.
Join us online to keep up to date with international projects, local
events, and more! Links can be found on our homepage.
Matsudo City International Portal

気軽に連絡してください！ Please contact me anytime!
mccir@ city. matsudo.chiba.jp（English・日本語・Español = OK!）
文化観光国際課 ☎366 −7327
http://www.city.matsudo.chiba.jp/proﬁle/InternationalPortal

