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人口と世帯（平成29年5月1日現在）

右のQRコードを読み取ること
でアクセスできます。

2017.6.1

（平成29年）

人口 487,509人

〕内は前月比

〔

418 〕

男

242,510人〔

167 〕

世帯 221,730世帯 〔

566 〕

女

244,999人〔

251 〕

※平成27年国勢調査の確定値を基準として、
集計した常住人口です

パソコン・スマートフォン版
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松龍寺山門
し ょ う り ゅ う

松戸市有形文化財
に新指定
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問社会教育課☎366－7462
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民生委員制度創設100周年記念講演会

これからも地域とともに！
平成29年は、民生委員制度創設100周年です。これを記念して、これ
からの時代における地域との関わり方を市民の皆さんと共に考えていく
ために、記念講演会を開催します。
日時6月25日㈰13時～16時 会場市民会館 講師元厚生労働省社会・援
護局長・石井淳子氏 定員先着1,200人 費用無料
当日会場で
松戸市民生委員児童委員協議会事務局（地域福祉課内）☎366－3019
あつ

石井淳子氏

えい
まつ まる

と

かえで

ほ

ちゃん

じゃがいも 6月10日㈯～7月20日㈭ 場所
①小川農園（串崎新田）②根本農園（幸田）
費用1株当たり①180円②150円
ブルーベリー A6月上旬～8月末までB7月上旬～8月中
旬までC7月中旬〜8月下旬まで 場所A小川農園（串
崎新田）B土屋農園（松戸新田）Cブルーベリーファー
ム新松戸 費用100グラムAB250円C300円（全て摘
み取りのみ）
電話で小川農園☎387－2057、根本農園☎090
－6193－4688、土屋農園☎362－0025、ブルーベリー
ファーム新松戸☎080－4857－0141へ

平成28年10月生
いつもニコニコ家族の人気者。
元気に大きくなってね !

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

畑婚

新企画!

収穫体験
ツアー

要申込

参加者募集

自然の恵みを味わいながら、気の合うパートナーを探して
みませんか。
日時7月9日㈰9時30分市役所駐車場入り口集合、15時解散
内容市内の畑で枝豆・じゃがいもを収穫。新鮮野菜を料理し
て、食事会でのフリートーク 対象20歳～35歳までの独身
で、農作物に興味のある人 定員男女各先着13人 費用男
性2,000円、女性1,000円
6月16日㈮〔必着〕までに、FAXまたはEメールに件名
「畑婚収穫体験ツアー参加希望」
・住所・氏名・年齢（生年月
日）
・電話番号・職業・プロフィール（趣味等）を記入して、
NPOクリエイティブまつど工房 713－0530（☎ 090－
8946－9554）
、 eno55@ebony.plala.or.jpへ

農園こどもの遊び場イベント

要申込

4

●松龍寺山門が松戸市有形文化財に

8

最大

100
万円！

て支援 がますます充実
育
！
子

市が行っている子育て世帯を応援する主な取り組みを紹介します。

松戸市子育て世帯親元
近居・同居住宅取得補助金

小規模保育施設

「待機児童ゼロ」
幼稚園の

25 万円

預かり保育の促進
（詳細は2面）

補助金を受け取るためには、住宅取
得に関する契約を締結する前に事前相
談書を提出する必要があります。
※詳細は市ホームページまたは住宅政策課
（☎366－7366）にお問い合わせください。

市内全23駅に

2年連続で国基準の

市外から
松戸市へ転入

近居 50 万円

協定締結式の様子。左から藤井国土交通大臣政
務官、
加藤住宅金融支援機構理事長、
本郷谷市長

を整備

5歳児からの
英語あそび
乳幼児向け
の遊び場

急な病気の時も
保育できる

「病児病後児保育」

市内23カ所

市ホームページ

交付対象者
住宅ローン【フラット35】が

5年間 金 利

乳幼児の遊び場

英語あそび

子育て情報サイト 子育て支援情報、施設、イベント情報を配信中！

0. 2 5 %

検索

まつど DE 子育て

12月に開院予定の松戸市立総合医療センター
に行きやすくなります
ず

い

ど

う

至新松戸

JR

駅
至馬橋

さく
ら通
り

至千駄堀

八ケ崎
交差点

二ツ木
交差点

区間
通
開

松戸都市計画道路3・3・6号三矢小台主水新田線「八ケ崎
8丁目15番地～八ケ崎8丁目34番地区間（約504m）
」が6月8日㈭12時に開通します。
平成14年に事業着手され、今後は二ツ木側の交差点の整備を推進していきます。

問道路建設課☎366－7373
野線
武蔵

6 月 8日㈭
二ツ木交差点 から千駄堀隧道
が一本に！
さくら通りの混雑緩和

小規模保育施設

至
柏

会場坂下ほんでんこどもの遊び場（京成バス旧矢切高校下車） 対象全3回参加可能な小学生以下の子と親
定員先着20組 費用無料 ※会場に各組1台分ずつの駐車スペースを用意。
6月2日㈮9時～8日㈭17時までに、参加申込書（市ホームページからダウンロードまたは子どもわかも
の課で配布）をEメールで同課 mckowaka@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7464）へ

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。

●スマホ向けゲームアプリ2タイトルがリリース

至松
戸

8

4

国道
６号

親子で遊ぼう! 矢切ねぎを植えて育てよう!〔全3回〕
6月10日㈯ 9時20分現地集合、12時現地解散〔雨天決行〕 ※11月は土寄せ、1月は収穫・試食。

植え付け体験の様子

4

●「松戸市立総合医療センター」ロゴマーク募集

松戸市が、子育て支援について積極的な取り組みを行う地方公共団体と認められ、千葉県内
で唯一（独）住宅金融支援機構と協定を結びました。この協定により、5月25日㈭以降に事前相
談書を提出した「松戸市子育て世帯親元近居・同居住宅取得補助金」の対象者が住宅ローン【フ
ラット35】を利用する場合、当初5年間借入金利から0.25％引き下げて借りることができます。

近くに
で 一 緒に 住もう！
代
３世

ゃん
松丸瑛人 ち

楓 ちゃん

り

要申込

平成28年10月生
色白で恥ずかしがり屋の
女の子です。

●松戸花火大会有料観覧席のチケット販売を開始

子育て支援が国に評価されました

同居 75 万円

平成28年8月生
いつも、すてきな笑顔をありがとう。
これからも、周りの人を癒やし、和
ませる存在になってください。

2

子育て世帯にやさしい松戸市

こ

とう

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）。

6/1

●まつど地域活躍塾開講記念特別公開講座

問子ども政策課（子育て施策について）☎704－4007、住宅政策課（補助金について）☎366－7366、
住宅金融支援機構（フラット35について）☎0120－0860－35

けん じ

本郷谷 健次

み
しよう！ 畑の恵

さ

さ

ほん ごう や

じ

松龍寺山門（松戸1505の1）は、細部の様式手法から江
戸時代後期（ 18世紀後半）に建築されたと推定される山門
です。木造で、2本の本柱と2本の控柱計4本の柱からなる一
間薬医門形式となっています。棟木の背側に残る棟札には
山門の修理記録が記されており、桟 瓦 葺屋根・懸魚および
門扉以外の部材は、建築当初のものと見られ、市内に残る
江戸時代後期の貴重な建造物です。

佐藤莉帆

住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）をご存知です
か？家を建てるときに多くの人が利用する公的金融機関
です。この機構が、子育て支援・地域活性化に貢献し
ている地方自治体の市民に対して、特別に住宅ローン
「フラット35」の金利を、当初5年間、0.25%引き下げ
る制 度（詳 細は1面 ）をスタートさせました。 これは、
子育て支援・地域活性化に積極的な地方公共団体に対
して、国土交通省および住宅金融支援機構が政策の後
押しをしようとするもので、適用されるのは、千葉県内
の市町村としては松戸市だけです。 協定締結式で、松
戸市の子育て支援を発表する機会がありましたので、妊
娠・出産から子育て期にわたるまで、待機児童対策を
中心に英語教育の充実、三世代同居の推進など、松戸
市が若い世代にとって子育てしやすいまちであることを
PRしてきました。
話は変わりますが、松戸市では、今年度2つの道路
が開通します。
現在、開通に向けて鋭意工事が進められている東京
外かく環状道路（外環道）
。 計画から完成までほぼ50
年かかりましたが 来 年 の3月末までに完 成する予 定で
す。 外環道が完成すると、都心までの移動時間が大幅
に短縮され、交通の利便性が相当高まります。一方で、
工事に伴い、まちが分断されたり、やむなく転居を強
いられたり、多くの人の生活に影響を与えもしました。
そこで、外環道の開通に向けて、市民に親しんでいた
だこうと、多くのイベントを企画しています。 機会があ
ればぜひ参加していただければと思います。
さらに、6月8日には、都市計画道路3・3・6号線の一
部が開通します。 今回の開通区間は国道6号二ツ木交
差点から八ケ崎さくら通りまでの区間です。この道路の
開通によって、さくら通りなど周辺幹線道路の渋滞緩和
が期待されますし、12月に開院予定の新病院「松戸市
立総合医療センター」へのアクセスも向上します。この
道路も計画から完成まで15年かかりました。
まちづくりには大変時間がかかります、将来に向けて
必要なことは、今から頑張っていきたいと思います。
松戸市長

No.1579

モバイル版

魅力あるまちづくりに向けて

収穫

〔

八ケ崎
郵便局

子安
神社

八ケ崎
第二
小学校

至消防訓練
センター

●広報まつど 2017 年（平成 29 年）6 月 1 日

開講記念
特別公開講座

働いていてもOK

まつど地域活躍塾

地域で活躍できる人に
なるためには

地域で活躍する人材を育成する「まつど地域活躍塾」の開講を記念し
て、公開講座を開催します。社会貢献や地域活動に興味のある人はぜひ
ご参加ください。
日時6月30日㈮15時〜16時40分（14時30分開場） 会場市民劇場 講
師千葉大学教授・関谷昇氏 定員先着200人 費用無料 ※手話通訳・
要約筆記あり。
市民自治課☎366−7062

負担額は保育所（園）とほぼ同額

ようちえん時間外おあずかり説明会
うちえん時間外おあずかり説明会 要申込
仕事やお金を理由に幼稚園入園を諦めていませんか。幼稚園の預かり保
育の助成内容、実施幼稚園を紹介します。
日時7月1日㈯9時30分〜12時 会場中央保健福祉センター集団指導室
対象お子さんの3歳からの入園先を探している人 定員先着80人 費用無
料 ※子どもの一時預かりあり（要予約、生後6カ月以上、先着40人、無料）
6月16日㈮までに、電話で幼児保育課☎366−7351へ

6月は 動物の正しい飼い方
正しい飼い方 推進月間
か?
ご 存 じです

人権擁護委員制度

みんなの人権110番ナビダイヤル☎0570−003−110

人権擁護委員は、人権相談を受けたり人権の考えを広めたりしている
民間ボランティアです。相談は無料で、秘密は堅く守られます。詳細は
行政経営課（☎ 366−7311）にご相談ください。

◎特設相談所を開設
日時6月1日㈭10時〜12時、
13時〜16時
会場千葉地方法務局松戸支
局１階（松戸駅下車）

すぐやる課
から

◎人権擁護委員一覧（順不同・敬称略）
高橋むつき、若林桂子、島尻武雄、野
村義、藪 田 京子、森めぐみ、山口勤、
飯箸秀行、青木早智子、河西光江、荒
久美子、大井博美、藤田宗晴、飯尾尚、
町田達雄（平成29年5月1日現在）

ハチ情報

動物は周囲に迷惑をかけず、責任を持って適切に飼いましょう
フン尿や鳴き声等による被害を防止するため、猫は室内で飼う
災害時等に備えて迷子札やマイクロチップをつけ、同時避難の準備をする
犬は首輪等に登録鑑札と狂犬病予防注射済票をつける
飼い犬が人をかんだ時は、保健所へ届け出る
フン尿は、飼い主が責任を持って処理
子犬・子猫を適切に飼えない場合は、不妊去勢手術をする
生後91日齢以上の犬・猫を10頭以上飼う場合は、
保健所へ届け出る
飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探す

65歳以上 の人に
同課
☎366−7302

介護保険料納入通知書 を発送します
介護保険課資格保険料班☎366−7370

通常、ハチはこちらから手を出さなければめったに攻撃してきませんが、
種類によっては危険が生じるため、駆除しなければならないことがありま
す。ハチの特徴を知り、それぞれの種類に合わせた対処をしましょう。
ミツバチ
女王バチを中心に、樹木、電柱等に大群で群が
ること（分蜂）がありますが、危険性が低く、数日
でどこかに飛んでいってしまいますので、少し様
子を見守ってください。

介護保険料を普通徴収（納付書または口座振替）で納付する人を対象に、
6月中旬に納入通知書を送付します。 ※特別徴収（年金天引き）開始後は
特別徴収が優先されます。特別徴収で納付する人と8月または10月に特別
徴収に変更となる人には、７月上旬に介護保険料額決定通知書兼特別徴収
開始通知書を送付する予定です。
介護保険料を
滞納すると

1年以上保険料の未納があると、サービス利用時に
償還払い（費用の全額をいったん支払う）や利用者負
担が3割に引き上げられる場合があります。

介護保険料
減免制度
があります

災害など特別な事情や低所得のため生活が困難な人
に対しては、介護保険料の減免制度があります。申請
が必要となりますので、お問い合わせください。

ミツバチの分蜂

アシナガバチ
体は細長く、長い足をダラリと垂らして飛んで
います。巣は、円すい形や、平たい丸形です。夜
や寒い日は比較的飛びませんので、巣が小さいう
ちは市販されている殺虫剤で簡単に駆除できます。
スズメバチ

アシナガバチの巣

体の大きなハチです。直線的な飛び方をします。
きれいなしま模様の入った巣を作り、だんだん大
きくなっていきます。近寄ると巣を守るために攻
撃してきますので、十分に注意してください。

◎ハチに刺されたら

松戸健康福祉センター（松戸保健所）☎361−2139
千葉県動物愛護センター東葛飾支所 ☎04−7191−0050

松戸駅構内の「行政サービスセンター」
をご利用ください
行政サービスセンター☎331−8780、市民課☎366−7340

スズメバチの巣（初期）

慌てずにすぐに傷口から毒を絞り出して、傷口を水でよく洗い、冷や
してください。 ※玄関の軒下など、日常生活に支障がある場所に巣が
できた場合は同課にご連絡ください。

受付時間平日10時〜20時、毎週土曜日と毎月第2・第4日曜日9時〜17時
(祝日を除く) 場所松戸駅新京成線改札口前 取扱証明書住民票の写し・
戸籍謄抄本・印鑑登録証明書等 ※戸籍の届け出、引っ越しの手続き等、
一部受け付けていない業務もあります。 ※各種証明書発行の際は、事故
防止のため本人確認を厳格に行っています。

国民健康保険料の納入通知書 を6月中旬に発送します
国民健康保険料の軽減範囲拡大

平成29年度の保険料の内訳
（平成28年度から変更はありません）
●医療分

①所得割（料率）
7.52％
②均等割額
1人につき19,500円
③平等割額
1世帯につき18,000円
限度額（賦課の上限額）540,000円
※所得割額＝
（総所得金額等−基礎控除額33万円）
×7.52％
●後期支援分

①所得割（料率）
2.24％
②均等割額
1人につき6,000円
限度額（賦課の上限額）190,000円
※所得割額＝
（総所得金額等−基礎控除額33万円）
×2.24％
●介護分

①所得割（料率）
1.61％
②均等割額
1人につき12,900円
限度額（賦課の上限額） 160,000円
※所得割額＝
（総所得金額等−基礎控除額33万円）
×1.61％
※年間の保険料は医療分①〜③と後期支援分①②の合計額です。
40歳〜64歳の人に限り、介護分①②も合わせた金額となります。

2

国民健康保険課☎366−7353

1人当たりの軽減基準額が変更となりました。 5割軽減（26万5千円→27万円） 2割軽減（48万円→49万円）
● 軽減制度の概要

●平成29年度の軽減基準

平成28年分の世帯の総所得金額等の合計が一定の基
準額以下の世帯は、均等割額および平等割額が軽減され
ます。軽減割合は平成29年4月1日現在で判定します（以
後の新規加入世帯は資格取得日で判定します）。

世帯主および国民健康保険加入者の
平成28年分の総所得金額等の合計
7割軽減 33万円以下
5割軽減 33万円＋
（27万円×世帯主含む被保険者数）
以下
2割軽減 33万円＋
（49万円×世帯主含む被保険者数）
以下

軽減割合

国民健康保険料の納付方法
●口座振替＝指定の口座から引き落とし。詳細は同課収納担当室☎366−7299にお問い合わせください。
●納付書で納付＝金融機関・ＡＴＭ・ゆうちょ銀行および郵便局・コンビニ・市役所・支所で納付。
●特別徴収（年金からの天引き）＝特別徴収は、65歳〜74歳のみで構成される世帯で、年金の年額が18万円以

上の受給者で、かつ、国民健康保険料と介護保険料の合算額が、年金額の２分の１を超えない世帯が対象とな
ります。対象となる世帯の納付方法は原則特別徴収となりますが、口座振替に変更することもできます（納付
書で納付する方法に変更することはできません）。
※後期高齢者医療保険料納入通知書は、7月中旬発送予定です。
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のでご確認ください。
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板

示

お知らせ
市民会館ホールは12月11日㈪〜平成30
年3月31日㈯の間、天井落下対策工事の
ため使用できません
会議室等は通常通り使用できます
市民会館☎368−1237
馬橋東市民センターと図書館馬橋東分館
は9月1日㈮〜平成30年3月31日㈯の間、
バリアフリー化改修工事のため全館休館
します
同センター =馬橋支所☎345−2131、
同分館=図書館☎365−5115
新規小規模保育施設
「小金城趾グレース
保育園ノーチェルーム」
が開所
開所予定日 6月15日 ㈭
所在地 横 須 賀1
の20の2 保育時間 月〜金曜日7時〜19
時、土曜日7時〜18時
平成29年4月
1日現在1歳〜2歳の子
19人
幼
児保育課入所入園担当室☎366−7351
①グループホーム併設②小規模多機能
型居宅介護
「サンパティオ」
が開設
所在地 旭 町2の271の2
市 内 在 住の
①要支援2〜要介護5および認知症の診断
を受けた人②要支援1〜要介護5の認定を
受けた人
①18人②29人
サービ
ス内容、 入所申込=サンパティオ開設準
備 室 ☎710−4186（平 日9時 〜17時30
分） 710−4187、介護保険制度=介護
保険課☎366−7370
男女共同参画市民企画支援事業を募集
ゆうまつどフェスタ等で事業を実施す
る団体を支援します 事業の実施期間 8月
〜平成30年2月 対象経費 講師謝礼、消
耗品費、保育者謝礼
6月30日㈮まで
に所定の申請書等を直接男女共同参画課
（☎364−8778）へ
健康づくりをテーマとした絵画を募集
県内在住・在学の小学生以下の人
応募規定 ①個人作品で未発表のもの②四
ツ切の画用紙を縦長に使用 ※文字入れ
不可 ③作品の裏面に学校名・学年・氏名
（ふりがな）を記入
9月8日㈮〔必着〕
までに、郵送または直接、〒263−8566
千葉市稲毛区天台6の4の3 千葉県国
民健康保険団体連合会事業課保健事業係
（☎043−254−7355）へ
6月4日〜10日は危険物安全週間
危 険 物 施 設の保 安
体 制 の 整 備 促 進、 危
険物に関する知識の普
及・啓発を行います。
詳細は市消防局のホー
ムページをご覧くださ
い 推進標語 あなたな
ら 無事故の着地 決め
消防局予防課☎363−1114
られる!
7月1日〜7日は全国安全週間
スローガン 組織で進める安全管理 みんな
で取り組む安全活動 未来へつなげよう安
全文化
商工振興課☎711−6377
市立保育所の 保育士 保育従事職員
を募集
勤務開始日 随時 勤務日時 月〜金曜日 A
①8時30分 〜17時 の 内7時 間 ②15時 〜
19時15分の内4時間 B 6時45分〜10時
の間と15時〜19時15分の間で3・4・6時
間のいずれか 土曜日 A ①8時30分〜
18時15分 の 間 で7時 間 ②12時 〜18時
15分の間で4時 間 B 6時45分〜10時の
間と12時〜18時15分 の 間 で3・4・6時

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

間のいずれか ※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
※週の勤務日数（ B は勤務回数も）は応
相談（週3日以上勤務、 土曜日含む）
勤務地 市立保育所 応募条件 A のみ要保
育士資格 時給 A 1,250円 B 1,070円
電話で幼児保育課☎366−7351へ
臨時教職員候補者
（講師）
の登録会
6月14日㈬9時30分から
東葛飾合
同庁舎（市役所隣）
東葛飾教育事務
所管内の小・中学校に勤務を希望する人
同事務所管理課☎361−2124
学校支援看護師募集
勤務日 週2.5日〜5日、1日6時間30分
勤務地 市内小・中学校 時給 1,440円（別
途交通費） 応募条件 要看護師または准看
護師免許
教育研究所☎366−7461
北千葉広域水道企業団職員募集
平成30年4月採用。 詳細は同企業団
ホームページで
同企業団総務調整室
☎345−3211
戦没者遺族を対象とした戦跡慰霊巡拝
①東部ニューギニア、トラック諸島、マー
シャル・ギルバード諸島、旧ソ連、中国、
硫黄島、インドネシア、フィリピンにおけ
る戦没者の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、
参加遺族の配偶者、戦没者の孫・甥・姪
②健康な人③原則80歳以下の人
電
話で千葉県健康福祉部健康福祉指導課遺
族等援護班☎043−223−2337へ
労働保険料の申告・納付はお早めに
千葉労
働局労働保険徴収課☎043−221−4317
申告・納付期間 7月10日㈪まで

前期ビジネス・キャリア検定試験
受験料 5,660円から
受付期間 7月28日㈮まで
同運営事務
局☎03−3233−6810
試験日 10月1日㈰

講座・講演・催し
育てよう緑のカーテン！ゴーヤの苗を配布
6月2日㈮10時から
市役所正面玄
関受付前
先着150人
環境政策課
☎366−7089
再生自転車を販売
6月3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25台（売り切れ次第終了）
価格 6,000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
ちびっこフェスティバル
6月4日㈰10時〜14時
東部スポー
乳幼児と保護者
ツパーク体育室
東部地区社会福祉協議会☎391−6581
童謡コンサート
「うたのおもちゃばこ」
6月8日㈭11時〜11時30分
ふれあ
い22 演奏 日 向 野 のりえ氏（歌）
、 德川
眞弓氏（ピアノ） ふれあい22☎383−
0022
①住宅リフォーム相談②市民講座
6月10日㈯①10時〜16時（13時〜14
時を除く）②13時〜14時
稔台市民セ
ンター
松戸住宅リフォーム相談員協
議会☎365−5252
地域猫活動セミナー
（講演・意見交換）
6月11日 ㈰13時30分 〜15時30分
小金北市民センター
千葉県動物愛護推

申請期限は7月31日㈪です。提出はお早めに!

進員・中島昭満氏
先着50人
300
円
電話で環境保全課☎366−7336へ
ふれあい教室
「朗読をきくかい」
6月14日 ㈬10時 〜11時30分
ふ
れあい22
松戸朗読奉仕会会員によ
障害者手
る短編・エッセー等の朗読
帳を持っている人等
障害者福祉セン
ター☎383−7111
ひったくり撲滅を目指し
「ひったくり防止
自転車かごカバー」
を配布
カバーを取り付ける自転車でお越しく
ださい（その場で取り付け、1人1個）
。移
動交番車で警察への手続きや相談等も
できます
6月15日㈭10時〜10時30
分〔雨天中止 〕
宮前公園（日暮5の
先着100人
市民安全課☎
227）
366−7285
古民家
「旧齋藤邸」
を描こう!
6月16日㈮・22日㈭・28日㈬、7月7日
㈮・13日㈭各10時東松戸駅ロータリー集
合、終了後各自解散（最終は15時まで）
※複数日参加可
各先着15人
描
画材料一式
電話で社会教育課社会
教育班☎366−7462へ
流通経済大学連携市民大学講座
「改憲論
から憲法を考える」
6月17日㈯10時30分〜12時
同大
学新松戸キャンパス
同大学法学部准
教授・前田聡氏
先着150人
生涯
学習推進課☎367−7810
まつど市民活動サポートセンターの催し
①活動の魅力を120%伝える動画発信を
使いこなす②普段の会議に使えるファシリ
テーションのコツ 6月①17日㈯13時〜
15時②24日㈯14時30分〜16時30分
同センター
同センター長
各先
着15人
電話またはEメールで同セン
ター☎365−5522、 hai̲saposen@
matsudo-sc.comへ
夏のボランティア体験講座「Let's体験‼
2017」 期間 7月17日㈷〜8月31日㈭
中学生〜20歳代の人
先着200人
350円（保険代） 6月15日㈭〜7月
14日㈮までに直接同センター（☎365−
5522）へ
上級救命講習会
（応急手当の基本から応
用まで）
6月19日 ㈪8時30分 〜17時
五香
市内在住・在勤・在学の中学
消防署
生以上で普通救命講習を過去に受講した
人
先着40人 ※修了者には上級救
命講習修了証を交付
6月1日㈭・2日
㈮各9時〜16時に電話で消防局救急課☎
363−1145へ
シティー・ミニコンサート〜夏至の風に
のせて〜
6月21日㈬12時15分〜12時45分（開
場11時30分）
市役所市議会議場
曲目 プータルハ〜私と友達の物語〜（日
暮彩子）他 演奏者 日暮彩子氏（ユーフォ
ニアム）
、中村麻耶氏（ピアノ）
先着

…持ち物

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）
ふれあいサービス基礎研修
6月19日㈪・21日㈬・23日㈮各9時〜
松戸市社会福祉協議会
家
17時
事・介護援助を行う有償ボランティア「ふ
れあいサービス」の担い手になるための
研修
市内在住・在勤の20歳以上の
各先着40人
電話で同協議会
人
☎368−2941へ
企業の経営者・人材採用担当者向け
「採
用支援セミナー」
6月21日㈬14時〜17時
勤労会館
人材採用成功のためのポイント、若手
人材の戦力化に成功している企業の共通
先着30人
電話で商工振興
点等
課労政担当☎711−6377へ
NPO・市民活動よろず相談室「安い！早
い！キレイに仕上がる印刷術」
6月22日 ㈭14時 〜16時
新松戸
市民活動支援コーナー
先着15人
電話またはEメールでまつど市民活動サ
ポートセンター☎365−5522 、 hai̲
saposen@matsudo-sc.comへ
マンション管理①個別相談会②セミナー
6月25日 ㈰ ①10時 〜12時 ②13時 〜
16時
市民劇場
①先着8組
電話またはFAXで千葉県マンション管理
士会事務局 043−244−9094（☎043
−244−9091・平日10時〜17時）へ
プラスITセミナー
（IT導入セミナー）
6月29日 ㈭18時30分 〜20時30分
松戸商工会議所
中小企業・小規模
先着60人
電話または
事業者等
FAXで松 戸 商 工 会 議 所 ☎364−3111、
365−0150へ
創業プランを作ろう!「まつど創業塾ス
クール」
〔全4回〕
7月8日 〜29日 の 毎 週 土 曜 日10時 〜
16時
きぼーる（千葉市） 先着30
人
千葉県信用保証協会ホームページ
からダウンロードできるパンフレット（申
込用紙）をFAXで同協会 043−221−
8424（☎043−311−5001）へ ※同
スクールを受講し要件を満たした人は、
信用保証の特例等の支援が受けられま
す。 詳細は商工振興課（☎711−6377）
にお問い合わせください。

会議
松戸市男女共同参画推進協議会
6月5日 ㈪16時 か ら
ゆ うま つ ど
傍聴定員 先着5人（開会30分前から受け
付け） 男女共同参画課☎364−8778
教育委員会会議
6月8日㈭14時から
京葉ガスF松戸
ビル5階会議室（開会30分前から受け付
け） 教育企画課☎366−7455

松戸市美術展覧会
皆さんから公募した作品（洋画・日本画・彫刻
等）を展示します。 ぜひ、お立ち寄りください。
日時6月13日㈫〜25日㈰10時〜18時（最終日は16
時まで） 会場文化ホール（月曜日休館）
、アートス
ポットまつど（伊勢丹松戸店新館9階） 費用無料
生涯学習推進課☎367−7810

臨時福祉給付金コールセンター☎366−8192

第51回受賞作品 島崎明子氏作

3

●広報まつど

2017 年（平成 29 年）6 月 1 日

松戸
今年
花火大会 から

有料観覧席の
!
始
チケット販売を 開

最優秀賞には賞金 5 万円！
12月27日 「松戸市立総合医療センター」
開院予定

ロゴマーク募集

問松戸花火大会実行委員会事務局（文化観光国際課内）☎366－7327
8月5日㈯（荒天の場合は6日㈰）開催の「松戸花火大会イン2017～みんなであげ
る夢花火～」の有料観覧席のチケット販売を今年から開始します。また、例年どおり
協賛企業も募集します。
販売価格いす席 =1席4,500円または5,000円、 BOX席（いす4つ+テーブル1つ）=
1セット18,000円または20,000円 販売方法 6月19日㈪10時～8月5日㈯19時に電話
またはホームページで、CNプレイガイド☎0570－08－9999、
http://www.cnplayguide.com （
「松 戸 花 火 大 会 」 と 検
索）へ ※チケットについてのお問い合わせは、CNプレイガ
イド☎0570－08－9999（10時～18時）へ。

皆さんに愛され、信頼される新病院とするため、ロゴマー
クを募集します。誰でも何点でも応募できます。
規格①A4サイズ縦型の白色用紙②電子データ〔JPEG・GIFデー
タ（9MB以内）
〕 ※持参または郵送の場合はCD－Rに保存。
7月14日㈮〔必着〕までに直接または郵送・Eメールでロ
ゴマークと、氏名・フリガナ・年齢・住所・メールアドレス・
電話番号・職業・作品の説明（200文字以内）を記入して、
〒271
－0064松戸市上本郷3978 市立病院管理局新病院開設課
logobosyu@city.matsudo.chiba.jp （☎
301－7311）へ
※詳細は応募要領をご覧ください。応募要領
は同病院ホームページからダウンロードでき
市立病院
る他、ご希望に応じて郵送します。
ホームページ

協賛企業を募集
法人を対象に一口10,000円から
協賛金を募集します。今年からオプ
ションで広告協賛金プランもありま
す。 申込期限6月30日㈮

詳細は松戸花
火大会ホーム
ページをご覧
ください

PROJECT1867コンサートPart2

松戸コンテンツ事業者連絡協議会が開発した
ダウン
ロード
無料

グリーン・フレンチ・ジャズ

スマートフォン向け

ゲームアプリ
２タイトル がリリース！

国指定重要文化財である戸定邸で初夏の緑と演奏をお楽しみください。
日時6月17日㈯１回目＝13時～13時40分、2回目＝14時30分～15時10分
会場戸定邸表座敷棟 出演北床宗太郎氏
（ヴァイオリン）
、
西村俊哉氏
（ギター）
、
ブルーノ・ジル氏（ギター）
、玉木勝氏（コントラバス）
曲目美しく青きドナウ、黒い瞳、ドナウ川のさざなみ他
費用歴史館・戸定邸共通入館料等
問戸定歴史館☎362－2050
きたとこ

問文化観光国際課☎366－7327

「ビットゲームメーカー」

プログラムなどの専門知識がなくても、スマホで簡単にオリジナ
ルのゲーム制作を体験できる新感覚のユーザー参加型のゲームです。

男女共同
参画週間
Android版

記念講演会

iOS版
（iPhone）

6月24日㈯

「秋葉原まで13時間 ～姫はゲームを
作りたいっ！～ 完全版」

14時～16時

女性

男性

家族 の

視点で考える防災

－大災害でも生き延びる－ 要申込
問男女共同参画課☎364－8778

第1部 講演「災害時に大切な家庭を守るための防災対策」

松戸の高校に留学生として来た小国のお姫様が、同じ趣味の友
人との出会いから『ゲーム制作』という未知の世界に足を踏み入
れるノベルゲームです。

第2部 パネルディスカッション

地震をはじめ大災害はいつ起こるかわかりません。も
しもの時に、自分の家族を守るため、子どもの命を救う
ため、緊急時の対応方法や日ごろの備えについて一緒に
考えてみませんか。
会場市民劇場 講師危機管理教育研究所代表・国崎信江
氏 パネリスト市内保育・子育て関係者、市危機管理課職
員他 定員先着300人 費用無料 ※一時預かり先着8人
（6カ月以上～小学2年生） ※手話通訳・要約筆記あり。
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・一時預かり希望の有無を記入
して、男女共同参画課☎364－8778、 364－7888へ
くに ざき

Android版

iOS版
（iPhone）

市では、新たな地域産業として、コ
ンテンツ産業（映画・アニメ・ゲーム・
音楽等の制作・流通産業の総称）を振
興しています

成人講座

問生涯学習推進課
☎367－7810

要申込

対象市内在住・在勤・在学の人
6月15日 ㈭ 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松戸ビルヂング4階文化
ホール内 生涯学習推進課へ ※往復はがき・申込
フォーム1つにつき1講座（本人のみ）。連名・複数名
での応募は不可。 ※応募多数の場合は抽選。定員に
満たない場合は6月16日㈮から電話で受
け付け。 ※生涯学習推進課からの返信
mcsyogaigakusyu-kouza@city.
matsudo.chiba.jpを確実に受信できる
ように設定してください。 ※公共交通
申し込み
フォーム
機関をご利用ください。
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成人講座

講演会

英語・中国語で“まつど匠ガイド”育成事業〔全7回〕

内容
通訳案内士の講演他
松戸のまち資源を探す
松戸を紹介する切り口を考える
コース設定、マップづくり
まち案内の原稿作成
モニター体験ツアー
成果発表会

時間各10時～ 12時（②は16時⑥は15時まで）
会場文化ホール他 講師まつど観光大使・石
上瑠美子氏他 対象英語または中国語で日常
会話ができる人 定員英語・中国語各10人（抽
選）費用1,000円

一流アスリートの 勝負メシ

髙梨沙羅・錦織圭・浅田真央各選手や千葉ロッテマリーンズ
等、サポートする人を次々と躍進させる凄腕管理栄養士・細野
「一流アス
恵美氏が講演します。
リートの食事」
日時7月7日㈮13時30分～ 15時30分 会場市民劇場
著者
定員150人（抽選） 費用無料 ※手話･要約筆記あり。
え

申し込みフォーム

たくみ

（国際交流協会連携）

日程
① 6/27㈫
② 7/ 4㈫
③ 7/13㈭
④ 7/25㈫
⑤ 9/12㈫
⑥10/24㈫
⑦11/ 7㈫

国崎信江氏

み

細野恵美氏

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。

●広報まつど

定員先着30人 費用無料
電話で同病院健康管理室栄養担当☎363－2171
（内線1008）へ

がん患者・家族向けイベント

①第94回がん患者・家族「集いの場」 要申込
6月19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
②がん患者・家族「緩和ケア教室」
6月27日㈫14時～15時（13時45分から受け付
け） 会場市立病院4号館地下1階会議室 内容口
腔 ケアと緩和ケア 定員先着15人 費用無料
①電話またはFAX②当日会場で同病院が
ん診療対策室☎363－2171（内線1667）
、 363
－1489へ ※がんの相談も受け付けています。
こう

く う

甲状腺超音波検査の実施および費用の
一部助成 要申込

検査日時6月〜平成30年3月の検査予約が可能な日
時 検査機関新松戸中央総合病院 対象以下の全
てに該当する人◦平成4年4月2日～平成23年4月1
日生まれ◦原発事故当時と検査日に市に住民登録
がある◦検査日において自覚症状がない ※昨年
度同検査を受けた人は対象外。 定員先着132人
※今年度から医師による結果説明は別途予約が必
要。 費用 検査 4,320円、 結果説明 3,050円 助
成額 検査 2,000円（生活保護受給者、非課税世帯
等は4,000円）
、 結果説明 1,000円（生活保護受給
者、非課税世帯等は2,000円）
申込書兼同意書を直接健康推進課（☎366－
7486）へ ※申込書兼同意書は各保健福祉セン
ター・市民健康相談室で配布する他、市ホームペー
ジからダウンロード可能。

健康教室（糖尿病教室）
要申込

6月13日㈫14時から（13時45分開場） 会場市立
病院2号館5階大会議室 内容あなたの糖を燃や
します～運動療法のすすめ～ 講師理学療法士
対象糖尿病患者・家族・糖尿病に関心のある人

健康塾 要申込
「外科で扱う疾患」

6月29日㈭14時30分～16時 会場東松戸病院2
階大会議室 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

特定医療費（指定難病）受給者証の
更新手続き

受付期間有効期間が9月30日までの人=7月3日㈪
～8月10日㈭、有効期間が12月31日までの人=7
月3日㈪〜9月29日㈮まで 受付時間9時～11時、
13時～15時（月〜水曜日のみ） 受付場所松戸健
康福祉センター（松戸保健所） 対象市内在住の
特定医療費（指定難病）受給者
問同センター地域保健課☎361－2138

食からはじめる健康
セミナースリムアップ
コース〔全2回〕 要申込

6月①23日㈮10時～12時②30日㈮10時～13時
会場常盤平保健福祉センター 内容講話と①運
動実技②調理実習 対象20歳～50歳代の市民
持ち物筆記用具と①運動靴、タオル、飲料②エ
プロン、三角巾、布巾2枚、手拭きタオル 定員
各先着30人 費用無料〔一時保育あり（2歳以上、
おやつ代200円）
〕
6月1日㈭9時から、電話で同センター☎384－
1333へ
ふ

小金原市民センター健康講座 要申込
「脳活体操～みんなで楽しく認知症予
防♪～」
6月22日㈭、
7月27日㈭、
8月24日㈭各10時～11時
会場同センター 定員各先着25人 持ち物フェイ
スタオル、飲み物 費用各200円
直接または電話で同センター☎344－8268へ

6月は「食育月間」
、毎月19日は「食育
の日」〜パネル展示・レシピ提供〜
6月1日㈭～9日㈮各8時30分～17時（最終日は
16時まで） 会場市役所1階連絡通路
問健康福祉政策課☎704－0055

愛の献血

6月21日㈬9時30分～11時30
分、12時45分～16時 会場マブチクラブ（新京
成くぬぎ山駅下車） 持ち物保険証・運転免許証等
本 人 確 認 が で き る 物 ※ 松 戸 献 血 ル ー ムPure
（☎703－1006）では随時受け付けています。
問健康推進課☎366－7487

個人で
できる

いきいきフィットネス
～みんなでつくる体操
教室～ 要申込

デング熱対策

デング熱を媒介するヒトスジシマカの活
動時期は、5月中旬〜10月下旬です。長袖・
長ズボンを着用し、蚊の忌避剤を使用する
など、蚊にさされないようにしましょう。
また、蚊の幼虫は、古いタイヤや植木鉢の皿、
屋外に放置された空き瓶・子どものおもちゃ
等の水たまりに発生します。発生源を作ら
ないように注意しましょう。
問健康福祉政策課☎704－0055
き

6月30日㈮（ 7月以降は毎月第3金曜日開催）各14
時～15時 会場柿ノ木台公園体育館 講師スポー
ツトレーナー・佐藤逸 平 氏 対象おおむね65歳
以上の人 持ち物上履き、いきいき安心手帳、飲
み物、タオル 費用無料
初回参加時のみ電話で、本庁地域包括支援セン
ター☎363－6823へ
いっ ぺい

新成人キャスト募集

2017 年（平成 29 年）6 月 1 日

ひ

平成30年松戸市成人式をプロデュースする新成人キャストを募集します。
第1回打ち合わせ6月22日㈭18時から 会場文化ホール（その後、
数回開催予定） 内容平成30年1月8日㈷に森のホール21で行う成
人式の企画・運営・出演 対象平成9年4月2日～平成10年4月1日
の間に生まれた市民 ※謝礼・交通費等の支給はありません。
メール
電話またはEメールで社会教育課社会教育班☎366－7462、
フォーム
mcseijinsiki@city.matsudo.chiba.jpへ

心に残る成人式
をプロデュース！

前回の新成人キャストの皆さん

子ども読書推進センターからのお知らせ

共 通 費用無料

県民の日

6/15 ㈭

子ども読書推進センター☎331－0077

小さい子のためのおはなし会

NAOKO SPACE PLANETARIUM

●

市民会館プラネタリウム室の催し

6月8日㈭・13日㈫・16日㈮・20日㈫・22日㈭・23日㈮・27日㈫・29日㈭各10時30
分～11時、14時30分～15時 会場同センター 対象0～3歳くらいの子と保護者

◦木星と衛星たち 時間①10時30分②15時30分
（1回20分、①は文字解説付き）
◦キッズ&ジュニアアワー
「おとめ座のおはなし」時間13時30分～13時50分
「からす座のおはなし」時間14時30分～14時50分
定員各先着80人 費用無料
投影開始30分前から同館2階（☎368－1237）で受け付け

児童手当6月期分（2月～5月分）を支給します
児童手当6月期分を6月9日㈮に指定口座に振り込みます。 ※金融
機関により振り込み時間が異なることがあります。
継続受給には、毎年6月に児童手当現況届の提出が必要です
対象の人には、6月上旬までに現況届を送付します。現況届の提出
がないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意くだ
さい。 ※平成29年1月2日以降に松戸市へ転入した人は、現況届の
提出時に、平成29年1月1日時点に居住していた市区町村発行の平
成29年度所得証明書が必要になります。
受付期間6月30日㈮まで 受付窓口郵送または直接子育て支援課児
童給付担当室（☎366－3127）へ

親子絵本講座

●

6月9日㈮10時30分～11時10分 会場同センター 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
6/ 9㈮
6/16㈮
6/20㈫
6/21㈬

会場
明市民センター
五香市民センター
小金原市民センター
東部スポーツパーク

日程
6/22㈭
6/23㈮
6/27㈫

会場
和名ケ谷スポーツセンター（分館内）
新松戸市民センター
小金市民センター（分館内）

時間各15時30分～16時 対象幼児～小学生と保護者
●

絵本はじめのい ーっぽ 〜乳幼児のための読み聞かせサポート〜

日時
会場
（駐車場はありません）
6/13㈫ 10:00～10:30
河原塚第一町会公民館
6/16㈮ 10:30～11:00
CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
6/20㈫ 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）
6/22㈭ 10:30～11:00
矢切公民館
6/23㈮ 10:30～11:00
常盤平児童福祉館
6/23㈮ 11:20～11:50
根木内こども館
6/28㈬ 10:30～11:00
E－子どもの森 ほっとるーむ新松戸
対象0～3歳くらいの子と保護者

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。 問広報広聴課（広報担当）☎366－7320
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今月の相談案内
相談名
市政・一般民事

建築士相談

第2水
（予約優先）

時間
8:30 〜17:00★
13:00 〜17:00
9:00 〜12:00
9:00 〜17:00★
13:00 〜17:00
13:00 〜17:00
13:00 〜16:30
9:00 〜12:00
13:00 〜16:00
13:00 〜16:00
9:00 〜12:00

住宅リフォーム相談
マンション管理相談

会場

市役所本館2階
相談コーナー

きょくすいりゅう

建築士会相談窓口
☎362−8401

6

高齢者・障がい者
成年後見制度相談

時間

10:00 〜15:00

六実支所
市役所相談コーナー

9:00 〜17:00
（予約優先）

ふれあい22（3階） ☎388−6222・6225
383−5552
※訪問可

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

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

平日

9:00 〜17:00

若者の就労相談

毎週火〜土
（祝日休み・
予約制）

9:30 〜17:00

65歳以上
平日

9:00 〜17:00★

生活困窮者相談

平日

9:00 〜17:00

就学・教育相談（予約制）
青少年相談（電話）
青少年相談（来所予約制）

平日

8:30 〜17:00
8:30 〜16:30
8:30 〜17:00

いじめ電話相談

平日

65歳未満

平日

◆①ヨガ②ビューティーピラティス
6月 の 毎 週 木 曜 日 ①13:0 0 〜
13:50②14:00〜14:50 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
●インディアカ教室
6/3㈯19:00〜21:00 会場大橋
小学 校 体育館 持ち物上 履き、
飲み物
佐 藤 ☎080−5084
−7077
◆①体幹美Body②フィットネス
フラ
① 6/5 〜19 の月 曜 日11: 0 0 〜
12:00②6/13㈫・27㈫ 各11:00
〜12:15 会 場 柿ノ木台 公園体
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☎331−1131
◆①骨盤ヨガ②コンディショニン
グエクササイズ
① 6 / 5 〜19 の 月 曜 日 9 : 3 0 〜
10:30②6月の毎週火曜日13:30
〜14:30 会場常盤平体育館
対象18歳以上の人 定員各先着
同体
30人 費用1回500円

4日
10 土
11 日
16 金
17 土

松戸商工会議所
会館

松戸商工会議所
☎364−3111

まつど地域若者サ
ポートステーション
☎703−8301
（社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館1階）☎365−4712
（社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館3階）☎366−0077
松戸市自立相談支援センター
（市役所本館3階）☎366−0077
教育研究所（予約専用）☎366−7600
松戸商工会議所
別館

子どもわかもの課
☎363−7867（相談専用）

男女共同参画課（相談室直通）
☎363−0505

17:00 〜20:00
10:00 〜15:00

森のホール21
3土

商工振興課
☎711−6377

10:00 〜16:00
14:00 〜20:00

育館☎386−0111
●ソフトバレーボール教室
6/11㈰9:00〜11:00 会場常盤
平体育館
浅野☎090−4012
−7686
●グラウンド・ゴルフ教室
6/11㈰①9:00〜12:00②9:00〜
13:00 会場①松飛台第二小学
校②新松戸中央公園
①明道
☎090−9835−1187② 矢 野 ☎
090−3107−0348
●ファミリースポーツ教室
6/11㈰9:00〜12:00 会場新松
戸西 小 学 校
宮 崎 ☎346−
4327
●婦人ソフトボール教室
6/11㈰15:00〜17:00 会場 大
橋小学校 持ち物運動のできる
斉藤☎080−
服装、飲み物

日程

勤労会館
（第3木曜日休館）

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 第2〜4月・木
（女性対象、予約制） 第1月・木
ゆうまつどこころの相談
第1・3金
（男性対象、電話のみ）
まつど女性就労・
毎週火・木
両立支援相談
（祝日を除く）

※申し込みは全て当日会場で。
●はスポーツ推進委員主催

（社福）松戸市
社会福祉協議会
☎368−0912

総合福祉会館（2階） ☎308−5028
8:30 〜19:00
366−1138
※訪問可

経営相談
（起業を含む）
（予約制）

◆県民芸術劇場公演「豊かな管
楽器の響き」
8/26㈯14:00
会 場 大 ホール 費 用 全 席 指 定
2,000円（発売中） ※未就学児
入場不可
◆宝塚歌劇雪組全国ツアー松戸
公演
9/12㈫①14:00②18:00
会 場大ホール 費用全席指定S
席7,300円、A席5,000円（6/10
発売） ※未就学児入場不可
◆市川海老蔵『古典への誘い』
11/22㈬15:00
会 場大ホール 費用全席指定S
席10,000 円、A 席8,000 円、B
席6,500円（ 7/8発売） ※未就
学児入場不可

問い合わせ

小金原市民センター

毎週月・木
17:00 〜20:00
（第3木を除く）

労働相談

無料職業
紹介所

会場
社会福祉協議会

毎週火・金
（祝日
の場合は前日）

ゆうまつど（ 2 階 ）

男女共同参画課
☎364−8778

5659−4647
●カローリング教室
6/14㈬17:30〜20:30 会 場 小
金原体育館 対象小学生以上の
人（小学生は保護者同伴） 倉
田☎342−0031
●スポレク祭（明第一地区）
6/24㈯9:00〜12:00 会場 稔
台小学校 持ち物上履き 内容
グラウンド・ゴルフ、カローリング、
ペタンク他 対象小学生以上の
髙橋☎363−3064
人
●スポレク地域祭グラウンド・ゴ
ルフ大会（小金原地区）
7/2㈰9:00〜13：00 会 場 根 木
内小学校 申 6/15㈭までに電話
またはFAXで氏 名・年 齢・電 話
番号を記入して、市村☎ 342−
6190へ

今月の催し物

内容（★は有料）
岡村孝子コンサート2017
T'ｓ GARDEN
★
チャリティーコンサート
TSUKEMEN LIVE 2017 in
松戸 ★
清木場俊介ROCK＆SOUL
2017 REBORN
★
松戸ブラスオルケスター 定期
演奏会
郷ひろみコンサートツアー2017
My Dear... ★
美輪明宏 ロマンティック音楽
会 〜生きる〜 ★

18 日 千葉県合唱祭

小ホール

WA

日程

大ホール

◆坂東鈴冨勉強会
6/18㈰13:30
坂東☎090−3807−4094
休館日…月曜日（祝日の場合は開館し、
翌日休館）
◆ウィーンフィルフルート首席奏
※問い合わせは直接主催者へ。
者ワルターアウアによるリサイタ
※駐車場はありません。
ル ★
6/20㈫19:00
◆清水ミチコ TALK&LIVE2017
6/2㈮19:00 ★
松戸クラシック音楽を楽しむ
会・大谷☎090−1805−2206
労音東葛センター☎365−9911
◆松戸童謡の会 童謡を歌う
◆ギター・マンドリンサマーコン
（月例会） ★
サート
6/21㈬13:55
6/3㈯13:00
松 戸 ギ ター クラブ・永 松 ☎
鈴木☎343−6631
342−3825
◆講演会「多文化共生のまちづ
◆創流65周年記念 旭水流舞踊会
くりは地方創生の第一歩」
6/22㈭13:30
6/11㈰10:00
旭 水 会・旭 水☎090−8684
（公財）松戸市国際交流協会
−6381
☎366−7310
◆男女共同参画週間記念講演会
6/24㈯14:00
市民劇場
☎368−0070 ★は有料
男女共同参画課（入場申込制）
休館日…月曜日（祝日の場合は開館し、 ☎364−8778
翌日休館）
◆モエレリン・ピアノ教室発表会
※問い合わせは直接主催者へ。
6/25㈰13:00
※駐車場はありません。
モエレリン☎346−5133
◆歌ひろば発表会
6/4㈰13:00
森のホール21 チケットセンター
上田☎090−2253−2429
☎384−3331
◆歌って健康!歌声コンサート ★
受付時間…10:00 〜19:00
休館日…月曜日（祝日の場合は開館し、
6/9㈮13:00
翌日休館）
㈱ マイソン グ ☎03−5774−
※大・小ホールは森のホール21です。
1414
※完売の場合あり。
※詳細はホームページで。
◆和太鼓グループ彩−sai− 舩後
http://www.morinohall21.com/
靖彦ライブ&講演 いのち ★
6/10㈯14:00
◆Japan Pop Culture Carnival
D.C.19 in Matsudo
チームふなGO!事務局☎047
7/8㈯17:00
−702−7172
会 場 大 ホール 費 用 全 席 指 定
◆トマ教室・音楽部 ピアノ・リト
3,000円 ※当日券3,500円
ミック発表会
※学生券（引換券）1,000円（発
6/11㈰14:30
売中） ※未就学児入場不可
同教室☎366−5528
◆DRUM TAO 「舞響〜 Bukyo
◆カラオケ3クラブ競演歌の祭典
〜踊る○太鼓2」
6/14㈬10:30
常 盤 平 老 人福 祉 センター ☎
7/9㈰17:00
382−5125
会場大ホール 費用全席指定 S
◆松戸税務署長講演会
席6,000 円、A 席4,500 円、B
6/16㈮13:30
席3,000円（発売中） ※未就学
（公 社 ）松 戸 青 色 申 告 会 ☎
児入場不可 ※車いす席は事前
363−0389
にお問い合わせを
☎368−1237 ★は有料

相談名

問い合わせ

毎週水、
第1金
広報広聴課
本館2階相談コーナー
福祉なんでも相談
広聴担当室
第1火
※最終受付は、各相
電話相談専用ダイヤル
談の終了時間のおお （一般民事相談専用） 毎週水、第1金10:00
第1木
☎366−7319
むね30分前
※一般民事相談は 〜15:00☎368−1333
第4金
※
〔予約〕相談日の1カ 金銭・身の上・相
基幹相談支援
月前から（税務：前々 続・離婚等家庭問
センター CoCo
日17時まで 不動産・ 題の簡単な法的解
平日
釈を要する相談
登記：前日17時まで）
ふれあい相談室
電話（☎366−1162）
行政書士相談
※法律相談について
は、裁判中や調停中の 事務局予約専用
（初見）
障がい者虐待防止
事件は相談できません ☎316−1950
平日
（平日9時〜17時） 障がい者差別相談センター

第3水
10:00 〜16:00
住宅政策課
第1水
（予約優先） 9:00 〜12:00 市役所新館6階会議室 ☎366−7366
第1木
小金原市民センター
第1金
新松戸市民センター
行政経営課
人権相談
☎366−7311
第1火
六実支所
※人権相談は法務局松戸
10:00 〜15:00★
法務局人権ダイヤル
支局でも行っています
第2金
ふれあい22
☎0570−
（平日 8:30〜17:15）
003−110
第4水
東部支所
第1・3金
行政経営課相談コーナー
家庭児童相談
平日
9:00 〜17:00
子ども家庭相談課☎366−3941
婦人相談
平日
9:00 〜17:00
子ども家庭相談課☎366−3955
ひとり親（就労等）相談
平日
9:00 〜17:00
子育て支援課☎366−7347
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
子育て相談
平日
8:30 〜17:00
ドリーム子育て支援センター
☎070−3935−1230
はなみずき子育て支援センター
☎710−8070
グレース子育て支援センター
☎382−6182
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

市民会館

※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。

障がい者相談

日程
平日
第1〜4月・火・木
法律相談
（第1月を除く）
（随時予約）
第 1月
交通事故相談
毎週月・火・木
不動産相談（予約制）
毎週水
税務相談（予約制）
第2金
登記相談（予約制）
第3金
第 1・3火
外国人 英語・中国語
相談 タガログ語・スペイン語
第2・4火
行政相談
第2 ・4 月
行政書士相談（予約制）
第 1月

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。

★

開演
時間

☎384−5050

問い合わせ先

18:00

Ro-Onチケット
☎365−9960

16:00

松戸友の会
☎04−7173−7626

18:00
14:00
18:30
17:00
10:40

H.I.P.
☎03−3475−9999
山口
☎080−3257−5910
ベルワールドミュージック
☎03−3222−7982
Ro-Onチケット
☎365−9960
千葉県合唱連盟事務局
☎090−4014−4185

超特急 Bullet Train 5th
ラウンド・アバウト
17:00
24 土 Anniversary Tour 2017
☎03−6418−7205
「Trans NIPPON Express」 ★
3 土 土岐能子 シャンソン教室
スタジオTOKI・根本
14:00
☎080−1242−2540
4 日 発表会
11 日

みんなのコンサート（音 楽 教
13：00 奈良☎348−5791
室発表会）

24 土 陽だまりオカリナコンサート

11：00

伊藤
☎090−7414−7840

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。

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のでご確認ください。

●広報まつど 2017 年（平成 29 年）6 月 1 日

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

◆文化振興の助成金を受け付け
期間 8/1㈫まで
基礎医学・伝統芸
能・伝統技芸・音楽・演劇・絵画・工芸・
彫刻・スポーツの各分野で、1件100万
円を上限として助成
県内在住また
は県内で活躍する個人・団体
（公財）
土屋文化振興財団☎364−3689
●常磐線開業120周年記念・朗読「鉄道員」
6/4㈰13時30分〜15時
市民会館
1,500円（前売りのみ）
電話で松
戸市民劇団☎389−4646へ
●やさしい囲碁（入門・初級）
〔全4回〕
6/8〜29の木曜日13時30分〜17時
日本棋院松戸生涯学習支部（新京成五
香駅下車）
2,000円
電話で同支
部・岩島☎388−3022へ
◆税理士税務無料相談会（予約制）
6/8㈭・22㈭、7/13㈭・27㈭ 各10時
松戸商工会館（松戸駅下車）
〜15時
電話で千葉県税理士会松戸支部☎366
−2174へ
◆2016年度東日本大震災被災者支援活
動報告会
6/8㈭10時 〜15時
市民会館
講座、コンサート等
避難者、市民
先 着100人
500円
6/2㈮まで
に電話で東日本大震災復興支援松戸・東
北交流プロジェクト☎710−5519（月〜
木曜日10時〜16時）へ
●講座「貴方も人前でスピーチが出来る」
6/8㈭・22㈭各18時〜20時30分
市民会館
電話で実践話し方研究会・
田中☎090−4374−3931（昼間のみ）へ
●なぎなた教室〔全3回〕
6/16〜30の 金 曜 日10時 〜12時
運動公園剣道場
成人
先着10人
松戸市なぎなた連盟・飛田☎341−
6745へ
●スケッチ講習会（水彩画）
6/10㈯9時45分 松 戸 駅 市 民 ギ ャ ラ
江戸川河川敷
リー前集合、
12時解散
※見学可
スケッチブック
当日
会場で
土曜スケッチ会・平山☎090
−8009−7914
◆お祭囃子・獅子舞・神楽・篠笛見学会
6/①10㈯18時 〜20時 ②19㈪・26㈪
①六実市民センター②
各9時〜11時
六実第二小学校
電話で五香六実お
囃子の会・白石☎387−1522へ
●菊作り講習会（盆栽菊・杉作り）
6/11㈰13時30分 〜16時
プレイ
千
ハウス榎本（八ケ崎ビッグA裏）
松 菊花会・菊地☎365−7206
◆BeCan (美化）フォーラム
6/11㈰14時〜16時
勤労会館
マジック、腹話術
メイク松戸ビュー
ティフル・平野☎368−0980
●松戸ブラスオルケスタ−定期演奏会
6/11㈰14時〜16時
森のホール21
同楽団・山口☎080−3257−5910
●家庭教育講座①「遊び」が伸ばす子ど
もの能力②ゲームとの付き合い方
①6/13㈫②7/7㈮各10時〜12時
市民会館
各100円
松戸家庭教
育研究会・加藤☎080−5426−3133
◆押し花&レカンフラワー作品展
6/14㈬〜18㈰10時〜16時
21世
紀の森と広場パークセンター
アト
リエ敏・渡邊☎384−3552
●松戸史談会講演会「楽しい地図（古地
図も含む）の見方」
6/16㈮13時30分〜15時30分
市
民劇場
元市社会教育指導員・藤澤進
三氏
先着60人
当日会場で
同会・松田☎342−1764（夜間のみ）
●民話のつどい
6/①17㈯13時30分 〜15時 ②25㈰14
時〜16時
①旧齋藤邸②子ども読書
推進センター
民話の語り、子どもた
ちの落語等
中学生以上各500円
ぽ

っ

ぽ

や

あ な た

ば や し

か ぐ ら
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6/①16㈮②24㈯までに、FAXで松戸
子どもの文化連絡会・﨑野 ☎703−
9897へ
講演会「松戸市の子ども食堂」
6/18㈰13時30分 〜15時
馬橋市
民センター
先着42人
300円
電話で子どもの未来を考える会・佐藤
☎312−0124へ
●市民健康ボウリング教室〔全5回〕
①6/18〜7/16の日曜日②6/19〜7/17
の 月 曜 日 各13時30分 〜16時30分
ときわ平ボウリングセンター
各先
着24人
各2,160円
6/15㈭まで
に、電話で松戸市ボウリング協会・狩野
☎080−9269−1555へ
●男の料理教室体験会
6/21㈬17時 〜20時
市民会館
先着3人
頭巾・エプロン・手ぬぐ
電話でにんじんクラブ・斉
い・布巾
藤☎388−2667（昼間のみ）へ
●小学生盆太鼓教室〔全3回〕
6/24㈯、
7/2㈰・8㈯各11時〜12時
八柱門前町会会館（新京成八柱駅下車）
太鼓のバチ
当日会場で
御陣
屋 太鼓を守る会・内田☎090−4438−
9865
◆けん玉教室（指導と段級認定）
6/24㈯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
●松戸まつり参加曲講習会
6/24㈯18時30分〜20時30分
市
民会館
うちわ
馬橋芸能連合会・
松澤☎343−2123（夜間のみ）
●イサキ釣り（船釣り、洲ノ崎方面）
6/25㈰9時市民劇場向かい集合、18時
解散
先 着5人
14,000円（交 通
費含む）
電話で松戸釣りクラブ・左
手☎090−5818−7723へ
◆コミュニティカフェ・サロンのボラン
ティアスタッフ募集説明会
6/25㈰14時 〜16時
小金原市民
センター
地域づくり活動に興味の
ある市民
先着30人
6/19㈪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☎346−2052（平日
9時〜17時30分）へ
◆ちば里山カレッジフォローアップ研修
（チェーンソーの入門講座）
7/1㈯10時15分〜16時
千葉県林
業サービスセンター（富津市）
2,000
先着30人
6/28㈬までに電話
円
でNPOちば里山センター☎0438−62
−8895へ
●ワルツ・チャチャチャ講習会〔全3回〕
7/1㈯・8㈯・15㈯各13時〜15時
八ケ崎市民センター
JCFスタンダー
ド・ラテンA級・安部邦臣氏
中級者
4,000円
電話で八ケ崎ダンスサー
ク ル・ 大 場 ☎080−1579−4358（昼 間
のみ）へ
●楽しく走ろう「3時間走」
7/2㈰〔雨天決行〕8時〜11時（ 7時か
ら受け付け） 運動公園
当日同公園
武道館前で
松戸健走会・斉藤☎343
−3010（18時以降）
◆老後の安心講座〔全2回〕
7/2㈰・17㈷各10時〜16時
新松戸
市民センター
1,000円
先着40人
FAXに住所・氏名・電話番号を記載し
て、認定NPO東葛市民後見人の会松戸
支部・堀井 ☎344−1834へ
●市民水泳大会（年齢・泳法別）
7/23㈰8時から
運動公園プール
市内在住・在勤・在学の小学生以上
1種目500円
6/11㈰・18㈰各13
時〜15時の間に、費用を添えて直接会
場で
松戸市水泳協会・濱田☎090−
1555−4388
お

じん

や

さ

て

申請期限は7月31日㈪です。提出はお早めに！

●小金オープンスクール①篆刻講座②環境
講座「多様な生物を育む夏のビオトープ」
7/29㈯①10時〜12時②13時〜17時
小金高校
上履き
①800円②
300円（高校生以下①600円②100円）
7/19㈬〔必着〕までに、往復はがき
に住所・氏名・年齢・電話番号・希望講
座（篆刻講座は経験の有無）を記入して、
〒270−0034新松戸4の59新松戸郵便
局留置 同実行委員会・室﨑（☎080−
4131−0850）へ
◆共に学ぼう話し方
毎月第3金曜日10時〜12時
松戸
探検隊ひみつ堂（松戸駅下車）
1回
500円
同団体・石田☎090−9977
−1731
◆パソコンお困り解決相談会
毎 月 ① 第2〜4金 曜 日 各13時30分 〜

15時30分②第3木曜日10時〜14時 ③
7/25㈫11時 〜15時
①コミュニ
ティーサロン胡桃（JR新松戸駅下車）②
根木内会館③アトレ松戸店
先着①5
人②③9人
各500円
電話でぱそ
こん119☎090−4428−8931へ
◆こころの家族・当事者・ピア相談
毎月第1・3土曜日10時〜15時※同日
時に電話でも受け付け（☎383−5551）
ふれあい22
こころの病を抱える
人とその家族
NPO土曜会・福良☎
385−7070
◆障害年金無料個別相談会
毎月第4水曜日（ 12月除く）13時30
分〜16時30分
松戸商工会議所
NPOみ ん な で サ ポ ー ト ち ば ☎070−
1541−7661
く る み

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

BLC（バドミントン）
毎㈬、第1・2・4㈮9時〜11時
青
少年 会 館
女性
月2,500円
1,000円
石川☎348−5572
ハピネス（バドミントン）
毎㈬11時〜15時
小金原体育館
20歳〜60歳の女性
月2,000円
1,000円
丸 森 ☎090−4129−
8803
健やかクラブ（健康体操）
毎 ㈬13時〜15時
運動公園小体
育室
60歳 以 上の人
先着10人
月1,500円
北川☎360−3422
常盤平グリーンクラブ（ソフトテニス）
①毎㈬9時〜13時②毎㈮9〜11時
金ケ作公園庭球場
30歳〜70歳代
の女性
月2,000円
大髙☎384
−8828
松戸市柔道修錬会
毎 ㈪・㈬・㈯17時 〜21時
運動
5歳 以 上の人
月
公園武道館
2,500円 1,000円
茂木☎386−
1071
松戸市合気会
①毎㈯11時〜13時、毎㈰②15〜17
時 ③19〜21時
① 小金 原② ③ 柿ノ
木台各体育館
5歳以上の人
月
3,000円 3,000円
財 津 ☎090
−8114−2491
柿の木台スケルマ（フェンシング）
①毎㈬18時〜21時②毎㈯13時〜17
時
柿ノ木台公園体育館
小学生
先着5人
月3,000円
斉藤☎
391−1055
ゆっくり学ぶ中国語会
毎 ㈬18時30分 〜20時30分
市
民会館
月4,500円
髙野☎368
−9311
すこ

シルバー人材センター
コース
①パソコン入門
②Word基礎
〔全2回〕
③Excel基礎
〔全2回〕
④Windows10の操作
⑤タブレット
（iPad）
入門
⑥タブレット
（iPad）
実用
⑦スマホ入門
⑧スマホ・アプリ
⑨暑中見舞いはがき
⑩Wi−Fiの基本・活用
⑪LINE入門
⑫個人授業

MBC松戸ベアーズスポーツ少年団（ミ
ニバスケットボール）
①毎㈫・㈮17時〜20時②毎㈰・㈷
9〜17時
柿ノ木台小学校
小学
生
月1,500円 1,500円〜2,000
円
山本☎361−4110
稔台囲碁クラブ
毎 ㈯・㈰・㈷13時 〜19時
稔台
月600円 1,000円
市民センター
嶋田☎344−9750
萌樹会（洋画グループ）
第1・2㈰10時 〜13時
青少年会
館
油絵用具一式、スケッチブック
月3,800円 2,000円
片山☎
727−3082
緑会囲碁教室燦燦（講座・対局・大会）
毎㈬13時〜18時
矢切公民館
月1,000円 1,000円
西村☎
364−2212
ウエーブ（ギター入門）
月3回㈬①13時30分〜15時30分②
16時30分 〜18時30分 ③ その 他 応 相
談
① 矢切公民館②馬橋市民セン
月5,000円 2,000円
吉
ター
田☎090−4395−5664
明ペン習字サークル
第2・3・ 4㈫13時〜16時
明市
民センター
月2,500円 1,000円
岡田☎362−8437
史の会（自作文の批評）
第2㈬10時 〜13時
稔 台市 民セ
ンター
月500円
福田☎367−
3208
小金ダンスサークル（社交ダンス）
毎 ㈪（第4以外）14時〜16時
小
金市民センター
月2,000円
苅
部☎345−6644
も え ぎ

さんさん

ふみ

かり

べ

シニアパソコン教室

要申込

日程
7/ 4㈫
7/ 5㈬・12㈬
7/13㈭・20㈭
7/ 4㈫
7/ 6㈭
7/18㈫
7/11㈫
7/27㈭
7/12㈬
7/25㈫
7/26㈬
7/25㈫・26㈬

時間①②⑦⑧⑫各9時〜12
時③〜⑤⑥⑨⑩⑪各13時
〜16時 会 場 シ ニ ア 交 流
センター（⑤⑦⑧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 ② ③ 各6,000円
（別途教材費各500円程度）
申 6月21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

臨時福祉給付金コールセンター☎366−7320
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市の公式ホームページ

人口と世帯（平成29年5月1日現在）

右のQRコードを読み取ること
でアクセスできます。

2017.6.1

（平成29年）

人口 487,509人

〕内は前月比

〔

418 〕

男

242,510人〔

167 〕

世帯 221,730世帯 〔

566 〕

女

244,999人〔

251 〕

※平成27年国勢調査の確定値を基準として、
集計した常住人口です

パソコン・スマートフォン版

074

モバイル版
ん

も

ん

問社会教育課☎366－7462

いっ

けん やく

い

もん

さ ん がわら ぶ き

もん

げ

ぎょ

ぴ

民生委員制度創設100周年記念講演会

これからも地域とともに！
平成29年は、民生委員制度創設100周年です。これを記念して、これ
からの時代における地域との関わり方を市民の皆さんと共に考えていく
ために、記念講演会を開催します。
日時6月25日㈰13時～16時 会場市民会館 講師元厚生労働省社会・援
護局長・石井淳子氏 定員先着1,200人 費用無料
当日会場で
松戸市民生委員児童委員協議会事務局（地域福祉課内）☎366－3019
あつ

こ

石井淳子氏

えい
まつ まる

ゃん
松丸瑛人 ち

とう

ほ

かえで

と

楓 ちゃん

り

ちゃん

けん じ

本郷谷 健次

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）。

み
しよう！ 畑の恵

さ

さ

ほん ごう や

じ

松龍寺山門（松戸1505の1）は、細部の様式手法から江
戸時代後期（ 18世紀後半）に建築されたと推定される山門
です。木造で、2本の本柱と2本の控柱計4本の柱からなる一
間薬医門形式となっています。棟木の背側に残る棟札には
山門の修理記録が記されており、桟 瓦 葺屋根・懸魚および
門扉以外の部材は、建築当初のものと見られ、市内に残る
江戸時代後期の貴重な建造物です。

佐藤莉帆

住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）をご存知です
か？家を建てるときに多くの人が利用する公的金融機関
です。この機構が、子育て支援・地域活性化に貢献し
ている地方自治体の市民に対して、特別に住宅ローン
「フラット35」の金利を、当初5年間、0.25%引き下げ
る制 度（詳 細は1面 ）をスタートさせました。 これは、
子育て支援・地域活性化に積極的な地方公共団体に対
して、国土交通省および住宅金融支援機構が政策の後
押しをしようとするもので、適用されるのは、千葉県内
の市町村としては松戸市だけです。 協定締結式で、松
戸市の子育て支援を発表する機会がありましたので、妊
娠・出産から子育て期にわたるまで、待機児童対策を
中心に英語教育の充実、三世代同居の推進など、松戸
市が若い世代にとって子育てしやすいまちであることを
PRしてきました。
話は変わりますが、松戸市では、今年度2つの道路
が開通します。
現在、開通に向けて鋭意工事が進められている東京
外かく環状道路（外環道）
。 計画から完成までほぼ50
年かかりましたが 来 年 の3月末までに完 成する予 定で
す。 外環道が完成すると、都心までの移動時間が大幅
に短縮され、交通の利便性が相当高まります。一方で、
工事に伴い、まちが分断されたり、やむなく転居を強
いられたり、多くの人の生活に影響を与えもしました。
そこで、外環道の開通に向けて、市民に親しんでいた
だこうと、多くのイベントを企画しています。 機会があ
ればぜひ参加していただければと思います。
さらに、6月8日には、都市計画道路3・3・6号線の一
部が開通します。 今回の開通区間は国道6号二ツ木交
差点から八ケ崎さくら通りまでの区間です。この道路の
開通によって、さくら通りなど周辺幹線道路の渋滞緩和
が期待されますし、12月に開院予定の新病院「松戸市
立総合医療センター」へのアクセスも向上します。この
道路も計画から完成まで15年かかりました。
まちづくりには大変時間がかかります、将来に向けて
必要なことは、今から頑張っていきたいと思います。
松戸市長

松龍寺山門
し ょ う り ゅ う

松戸市有形文化財
に新指定

魅力あるまちづくりに向けて

収穫

〔

要申込

じゃがいも 6月10日㈯～7月20日㈭ 場所
①小川農園（串崎新田）②根本農園（幸田）
費用1株当たり①180円②150円
ブルーベリー A6月上旬～8月末までB7月上旬～8月中
旬までC7月中旬〜8月下旬まで 場所A小川農園（串
崎新田）B土屋農園（松戸新田）Cブルーベリーファー
ム新松戸 費用100グラムAB250円C300円（全て摘
み取りのみ）
電話で小川農園☎387－2057、根本農園☎090
－6193－4688、土屋農園☎362－0025、ブルーベリー
ファーム新松戸☎080－4857－0141へ

平成28年8月生
いつも、すてきな笑顔をありがとう。
これからも、周りの人を癒やし、和
ませる存在になってください。

平成28年10月生
色白で恥ずかしがり屋の
女の子です。

平成28年10月生
いつもニコニコ家族の人気者。
元気に大きくなってね !

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

畑婚

新企画!

収穫体験
ツアー

要申込

参加者募集

自然の恵みを味わいながら、気の合うパートナーを探して
みませんか。
日時7月9日㈰9時30分市役所駐車場入り口集合、15時解散
内容市内の畑で枝豆・じゃがいもを収穫。新鮮野菜を料理し
て、食事会でのフリートーク 対象20歳～35歳までの独身
で、農作物に興味のある人 定員男女各先着13人 費用男
性2,000円、女性1,000円
6月16日㈮〔必着〕までに、FAXまたはEメールに件名
「畑婚収穫体験ツアー参加希望」
・住所・氏名・年齢（生年月
日）
・電話番号・職業・プロフィール（趣味等）を記入して、
NPOクリエイティブまつど工房 713－0530（☎ 090－
8946－9554）
、 eno55@ebony.plala.or.jpへ

農園こどもの遊び場イベント

要申込

親子で遊ぼう! 矢切ねぎを植えて育てよう!〔全3回〕
6月10日㈯ 9時20分現地集合、12時現地解散〔雨天決行〕 ※11月は土寄せ、1月は収穫・試食。

植え付け体験の様子
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会場坂下ほんでんこどもの遊び場（京成バス旧矢切高校下車） 対象全3回参加可能な小学生以下の子と親
定員先着20組 費用無料 ※会場に各組1台分ずつの駐車スペースを用意。
6月2日㈮9時～8日㈭17時までに、参加申込書（市ホームページからダウンロードまたは子どもわかも
の課で配布）をEメールで同課 mckowaka@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7464）へ

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。

