●市職員・保育所職員を募集します
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●市民活動を応援！市民活動助成事業募集他
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●松戸宿坂川献灯まつり
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●お盆期間中の急病救急医療
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けんとう
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●リオパラリンピック日本代表・中山和美さん講演会
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市内小・中学校の 吹奏楽部・管弦楽部 を応援しよう！

眠っている
楽器 大募集

子どもたち
の笑顔の
ために

全国大会に出場するなど、市内小・中学校の吹奏楽部、管弦楽部
の子どもたちの活躍は松戸市の魅力の一つとなっています。市教育
委員会では、市民・事業所・行政がともに協力し、子ど
もたちの吹奏楽・管弦楽活動を応援するため、楽器の寄
附を募集します。皆さんの温かいご支援をお願いします。
※詳細は、市教育委員会ホームページをご覧ください。
問教育財務課☎366－7460
市教育委員会
ホームページ

募集する楽器
      木管楽器

    金管楽器

   

弦楽器

ピッコロ

トランペット

バイオリン

フルート

コルネット

ビオラ

クラリネット

フリューゲルホルン

チェロ

バスクラリネット

トロンボーン

コントラバス

ソプラノサックス

バストロンボーン

アルトサックス

ホルン

テナーサックス

アルトホルン

バリトンサックス

バリトン

オーボエ

ユーフォニアム

ファゴット

チューバ

寄附の受け入れまでの流れ
寄附希望者
楽器の寄附をお考えの人は電話
で教育財務課☎366－7460へ

楽器の受け入れが
できない場合
教育財務課から寄附希望者へ
連絡し、楽器をお返しします

教育財務課

教育財務課に楽器を持参また
は教育財務課の職員が楽器の
受け取りに伺います

市内楽器店
教育財務課から楽器店に楽器
の鑑定を依頼し、使用の可否
を判断します

教育財務課から寄附希望者へ寄
附受け入れの連絡をします
「寄附申込書」に必要事項を記
入して、直接または郵送で教育
財務課へ提出してください

寄附された楽器は大切に
使っています
市立第二中学校吹奏
楽部にインタビューし
ました

「寄附していただいたクラリネット2台を大切に使っています。
学校にある楽器は状態の良いものが少なかったので、寄附してく
ださった方にはありがとうという気持ちを伝えたいです」とク
ラリネットパートリーダー・中島結菜さんが話してくれました。
部長の稲葉七 海 さんは「目標は東関
東大会に進出することです。
『Do our
best 限界超えてクレッシェンド』を
合言葉に、大会では、今までで一番い
い音で演奏できるようにしたいです」
と意気込みを語ってくれました。
な

なな

募集期間10月31日㈫ まで

楽器の受け入れが
できる場合

昨年は62件の寄附申出をいただきました

ゆ

小金中学校吹奏
楽部の皆さん

み

寄附受け入れ・
学校へお届け

古ケ崎中学校に楽器をお届けしました

「寄附申込書」の受理をもって、寄附受け入れとなります
寄附いただいた楽器は、教育財務課が各学校にお届けします

寄附者からいただいた手紙
少しでも市内の生徒さんの
お役に立つことができればと
寄附しました。この制度はと
てもよいので今後も継続され
る こ と を 願 っ て い ま す。
市内小・中学校の吹奏楽
がこれからも発展するこ
とをお祈りしています。

私たちの楽器を使
用し子どもたちが笑
顔で頑張ってくださ
ると思うと、涙が出
るほどうれしく思い
ます。そして本当に
寄附してよかったと
思います。
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私たちと一緒に働きませんか！

事務職

10人程度

受験
資格

技術職
（電気） 若干名
技術職
（機械） 若干名
社会福祉士
3人程度
保育士

①
保育士登録を受けている人または平成30年3月末まで
に登録を受ける見込みの人で、保育士資格または幼稚園
教諭の資格免許状取得後に、その資格免許に関する職務
経験が平成29年7月31日現在で、
直近10年中3年以上あ
る人
資格免許に関する職務経験が平成29年7月31日現在で、
直近10年中3年以上ある人

3人程度

人事課☎366−7306
保健師

行政職

上記以外

消防職

受験案内書配布期間8月15日㈫まで、市ホームページまたは
直接人事課（土・日曜、祝日を除く）で配布 申込方法8月
15日㈫〔消印有効〕
までに、郵送で 試験日9月17日㈰ 会
場流通経済大学新松戸キャンパス他 受験資格①昭和33年
4月2日から昭和62年4月1日までの間に生まれた人②身体
障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受け
ている人で、次の要件を全て満たす人 昭和52年4月2日以
降に生まれた人 自力により通勤ができ、かつ介護者なしに
職務の遂行ができる人 通常の勤務時間（原則として週38時
間45分、1日7時間45分）に勤務することができる人 活字
印刷文による出題に対応できる人③平成元年4月2日以降に
生まれた人④平成3年4月2日以降に生まれた人⑤昭和62年4
月2日以降に生まれた人⑥平成5年4月2日以降に生まれた人

3人程度

身体障害者
上級事務職
身体障害者
初級事務職

5人程度

②

初級事務職

若干名

③
④

言語聴覚士

1人

⑤

15人程度

⑥

新しい農業委員と

（任期付短時間勤務職員）を募集します
幼児保育課☎366−7351
受験案内書配布期間8月10日㈭まで 市ホームページまたは幼児保育課・各支所・
各保育所およびハローワーク松戸（土・日曜を除く）で配布 申込方法8月10日㈭
〔消印有効〕
までに、郵送で 試験日8月27日㈰ 会場市役所議会棟 受験資格昭和
28年4月2日以降に生まれた人（①②のみ、
保育士登録を受けている人または平成30
年3月31日までに登録を受ける見込みの人） 採用期間平成30年4月1日〜平成33
年3月31日
試験区分

募集人数
1日の勤務時間
年収見込み（時給換算）
150人程度 6.25時間
277万円〜305万円
保育士
20人程度 6.25時間（朝夕2回勤務） （1,759円〜1,939円）
4時間（朝夕2回勤務）
139万円（1,381円）
6時間（朝夕2回勤務）
208万円（1,381円）
保育従事
職員
120人程度 3時間（朝夕のいずれか、
⑤ （資格不問）
または1日2回）
104万円（1,381円）
※勤務シフトによる

①
②
③
④

※年収（賞与含む）見込みは、給与改定等により変動する可能性があります。
※雇用保険・社会保険・厚生年金の加入については、受験案内書をご覧ください。

（育休代替職員）を募集します
業務内容育児相談等の地区活動、幼児健診など 勤務時
間平日週2〜4日、8時30分〜16時30分 ※応相談。 時
給1,520円 対象保健師資格を有し、市内医療機関に勤務
していない人 募集人数若干名 採用期間平成29年9月
1日から平成29年12月31日まで
電話で子ども家庭相談課母子保健担当室☎366−5180
へ

農地利用最適化
推進委員を紹介します
農業委員会事務局☎366−7387
「農業委員会等に関する法律」の改正に伴い農地利用最適化推
進委員が新設され、農業委員14人、農地利用最適化推進委員8
人の体制になりました。 ※任期は平成32年7月19日まで。

農業委員（敬称略・順不同）
戸張春彦、鈴木榮一、岩佐忠夫、近藤榮一、中村攻、湯浅雅之、
渡邉洋子、山室一美、眞嶋曻、山口輝雄、椿唯司、杉浦昌平、
渡邊慶弘、小宮克忠

農地利用最適化推進委員（敬称略・順不同）
明・矢切地区齋藤香、平川實 東部地区湯浅孝一、松戸英樹
常盤平・五香六実地区飯沼静男、山﨑唯司 馬橋・小金地区
小幡輝雄、渡辺豊

木造住宅
耐震相談会
要申込

日時
会場
8/ 3㈭10:00〜16：00 常盤平市民センター
9/14㈭10:00〜16：00 新松戸市民センター
10/12㈭10:00〜16：00 新松戸市民センター
11/ 2㈭10:00〜16：00 市役所新館8階会議室
H30/ 3/15㈭10:00〜16：00 六実市民センター別館

内容平成12年以前に建築した、木造在来軸組構法の住宅（地上2階建て以下）の簡易耐震
診断 ※相談の際に松戸市で行っている耐震診断助成・耐震改修助成・耐震に伴うリ
フォーム助成についても説明します。なお、助成対象は昭和56年以前に建築した木造住
宅に限ります。 持ち物平面図（間取り図） 費用無料
電話で建築指導課☎366−7368へ

原爆が投下された日・終戦記念日には
慰霊と平和の祈念をお願いします
総務課☎366−7305
昭和20（ 1945）年 8月6日8時15分に広島で、8月9日11時2分に長
崎で、原子爆弾が投下されました。そして、8月15日の終戦から今年
で72年になります。
戦争により亡くなられた皆さんのご冥福と世界の平和を
祈り、
8月6日㈰・9日㈬の原爆投下時刻と、
8月15日㈫12時
には、各職場や家庭等で1分間の黙とうをお願いします。

2

短期大学、高等専門学校もしくは高等学校を卒業または
平成29年度卒業見込みの人
③短期大学もしくは高等専門学校④高等学校を卒業ま
たは平成29年度卒業見込みの人
言語聴覚士の資格を有する人または平成30年3月末ま
でに取得見込みの人
大学を卒業または平成29年度卒業見込みの人
短期大学もしくは高等専門学校を卒業または平成29年
度卒業見込みの人
高等学校を卒業または平成29年度卒業見込みの人

※民間企業等職務経験者採用試験の教養試験は、
事前の公務員試験対策を必要としない内容です。
※詳細は受験案内書をご覧ください。

市立保育所職員

保健師 の 臨時職員

大学を卒業または平成29年度卒業見込みの人

上級
初級

その他の受験資格
民間企業等での職務経験が平成29年7月31日現在で、
直近7年中5年以上ある人
技術職の場合は各試験区分に対応する設計・施工管理
に関する職務経験が直近7年中5年以上ある人
社会福祉士の場合は資格免許に関する職務経験が直
近7年中5年以上ある人

技術職
（建築） 若干名
行政職

を募集します

募集人数

技術職
（土木） 若干名

民間企業等職務経験者

市職員

試験区分

障害児
（者）
手当の現況届等
を提出してください

障害福祉課給付班☎366−7348

特別児童扶養手当の所得状況届、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過
的福祉手当の現況届の用紙を8月上旬に送付します。提出がないと8月分以降
の手当を受給できない場合がありますので、ご注意ください。
提出期間8月12日㈯〜9月11日㈪ ※土・日曜、祝日を除く。
提出先障害福祉課
※各種手当の概要については、県ホームページをご覧ください。 県ホームページ

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請はお済みですか？
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市 民 農 園 利 用 者 を募集

要申込

みどりと花の課
☎366−7378

利用期間契約日〜2年間（継続可） １区画面積15㎡
対象市内在住・在勤の世帯（1世帯2区画まで）
電話で各農園主へ ※空き区画がなくなり次第、募集締め切り。
募集農園
募集
使用料
農園名
所在地
農園主 電話番号
（1区画、
1年）

区画数

9,000円
9,000円
9,000円
10,000円
9,000円
9,450円
12,000円
12,000円
9,000円
12,000円
9,000円

2
1
5
10
10
6
10
2
6
15
20

大橋100他
9,000円
源七市民農園
ほうきや市民農園 樋野口484他
12,000円
串崎新田195の2他 9,000円
東 里市民農園
ベルウッド市民農園 松戸新田332の7
10,000円

15
10
30
13

スダカ市民農園
かわい市民農園
たかはし市民農園
げんき農園
きうち市民農園
サン市民農園
おおかわ市民農園
ときわ市民農園
かわかみ市民農園
さかい市民農園
とびさわ市民農園

六実1の61
六実1の15の2
六実1の54の6
根木内361
金ケ作290の3
旭町3の850の1
八ケ崎5の27の3
常盤平7の11の2
和名ケ谷695
幸谷594の1他
高塚新田394の1

710−4203
387−4346
387−7037
341−0222
387−6568
341−1973
341−5504
387−3698
391−0647
347−7115
飛澤 391−0468
髙橋 391−2754
堀切 362−5560
小川 404−2941
鈴木 368−1441

駿高
川井
高橋
梅澤
木内
恩田
大川
高橋
川上
酒井

新京成八柱駅 北口
エレベーターが完成
新京成八柱駅北口のエレ
ベーターが、8月1日㈫から利
用できます。これにより、
ホー
ムから南北両出口までの通路
がバリアフリー化されました。
市では今後も、関係機関と
連携し、誰もが利用しやすい
交通環境づくりを推進してい
きます。

役立

我孫子市

つ

松戸市

交通政策課
☎704−3996

八柱駅構内図

柏市

千葉県ジョブ
サポートセンター

主催

中高年の再就職支援セミナー
要申込
商工振興課☎711−6377

日時 8月28日㈪ 10時〜12時30分
会場我孫子市民プラザ会議室1（JR我孫子駅下車）

白井聖地公園行き季節バス

内容「再就職スタート・就職スキル」
再就職活動を始めるために
公共の職業訓練（資格の取得他）
面接対策

を運行します
運行日8月13日㈰〜15日㈫

講師千葉県ジョブサポートセンター雇用就労相談員 対象40歳〜65
歳の就職活動中の人 定員先着30人 費用無料
8月2日㈬8時30分から、電話で我孫子市企業立地推進課☎04−
7185−2214へ

運賃

運賃

運行区間新京成五香駅西口〜旧六高台病院〜六実駅入口〜白井聖地公園まで
所要時間片道約40分
白井聖地公園行き（往路）
五香駅西口行き（復路）
白井聖地
五香駅
旧六高台
六実駅
停留所
停留所
公園発
西口発
病院
入口
現金
620円
540円
往路区間と
490円
同額
ICカード 618円
536円
8時 00 30 05 35 10 40
8時
9時
9時
10時 50
55
10時 00 30
11時 20
25
00 30
11時
12時
12時 50
13時 40
45
50
13時 20
14時
14時
15時
15時 40

求人情報の収集と使い方
応募書類の書き方

時刻

時刻

※子ども運賃は半額。 ※五香駅西口から白井聖地公園行きは乗車のみ、
白井聖地公園から五香駅西口行きは降車のみの運行。 ※降車する停留所
を告げて運賃をお支払いください（前払い）。
ちばレインボーバス㈱☎0476−46−0022

㈱セブン−イレブン・ジャパン

中高年齢者仕事説明会

要申込

市と見守り協定を結び、高齢者の見守りや雇用促進等を推進する
㈱セブン−イレブン・ジャパンが、同店で行うレジ接客などの仕事説
明会を開催します。
日時
8/24㈭10：00〜11：30
9/15㈮10：00〜11：30

会場
常盤平老人福祉センター
新松戸市民センター

定員
（先着）
各30人

内容仕事内容の説明、個別相談 対象おおむね60歳以上の人
電話で高齢者支援課☎366−7346へ

8月は 道 路 ふ れ あ い 月 間

（市道）建設総務課☎366−7357、
道路維持課☎366−7358、
（県道）東葛飾土木事務所管理課☎364−5138

道路 は みんなの財産です 正しく大切に使いましょう
市では道路のバリアフリー化を推進しています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
カーブミラー・ガードレールなどの破損や、道路の陥没を発見した場合はご連絡ください。
道路上空に突出している日よけや看板は、道路占用の申請と許可が必要です。占用料の納付が完了してい
ないと延滞金がかかる場合があります。
道路上に無許可で看板・のぼり旗・商品などを置くことは法律により禁止されています。人や自転車・自
動車の通行の妨げとなり、危険なのでやめましょう。
民地から植栽などが道路にはみ出していると通行の妨げになりますので、剪定をお願いします。
また、出入り口などの道路上に「段差の乗り上げブロック」や「鉢植え」なども置かないようにしてください。

景観表彰
の候補募集
※募集期間を延長しました。

身近にあるすてきなまち並みや建物、良好な景観づくりに寄与している活
動等を応募してください。応募された中から松戸市景観審議会等で選考・審
査を行い、表彰を予定しています。
募集期間8月31日㈭まで 募集対象①本市の景観形成に寄与している市内の
建築物・工作物②本市の景観形成に寄与している市内のまち並み③市内で行
われている景観づくりに関係する活動（美化活動、花壇づくり、まちづくり
活動等） 表彰対象者①建築物・工作物の所有者、設計者等②住宅団地・商店
第6回松戸景観大賞景観づくり活動部門
街等の代表者、施設等の管理者等③活動する個人または団体 ※表彰対象者
「小金わくわく探検隊」
等の公表に関する同意が必要です。
応募方法都市計画課で配布または市ホームページからダウンロードできる指定の推薦（応募）調書に必要事項を記入し
て、直接または郵送・Eメールで〒271−8588松戸市役所 都市計画課景観・指導班 mctoshikeikaku@city.
matsudo.chiba.jp（☎366−7372）へ

7月31日㈪〔消印有効〕までに申請がない場合は受給ができなくなりますのでお早めに！

臨時福祉給付金コールセンター☎366−8192
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市民活動を応援します！
平成30年度実施分

NPO・市民活動よろず相談室

市民活動助成制度の事業
を募集します

市民自治課☎366−7062

受付期間9月29日㈮まで 対象団体が行う公益性の高い市民活動（1団体1事業） 申請対
象市民活動団体 助成金①スタート助成（10万円以内）②ステップアップ助成（30万円以
内） ※募集要項は同課およびまつど市民活動サポートセンターで配布している他、市
ホームページからもダウンロードできます。
※平成29年度分の助成事業は市ホームページをご覧ください。

市民活動助成事業説明会を開催
市ホームページ

日時8月5日㈯10時〜11時 会場市役所議会棟2階第3委員会室
申 当日会場で

協 働 の ま ち づ く り 基 金
気軽に
社会貢献

市民自治課☎366−7062

いまある自動販売機を
チャリティー自 動 販売機
市民自治課☎366−7062
にしませんか

寄附額や寄附割合（売り上げの何%か）等を決めるだけで、現在設置中の
自動販売機がチャリティー自動販売機になります。特別な作業は不要で、
チャリティー自販機のステッカーを貼ることができます。
昨年度は13台、
428,273円の寄附をいただきました。
定期的（原則年2回）にいただいた寄附金は、
「協働のまちづくり基金」に
積み立てられ、地域で活動する市民活動団体への助成金に充てられます。詳
細は市ホームページをご覧ください。

市ホームページ

Webやちらしで映える
写真の撮りかた、編集
のしかた〜基本編 要申込
日時8月29日㈫15時〜17時 会場新松戸市民活
動支援コーナー 講師まつど市民活動サポート
センター副センター長・小熊浩典氏 定員先着15
人 費用無料
電 話 ま た はEメ ー ル で 同 セ ン タ ー ☎365−
5522、 hai̲saposen@matsudo-sc.comへ

まつど 市民活動サポート
要申込
センターの催し
センター
①法人運営シリーズ「はじめての法人格取得編・
どっちを選ぶ ? NPOと一般社団法人、取得のノ
ウハウ教えます!」
日時 8月26日 ㈯14時 〜16時 講師NPO まつど
NPO協議会事務局長・小熊浩典氏 定員先着15人
②市民活動助成制度サポート講座〜助成金の基
礎知識と団体事例に学ぶ、助成金活用のコツ〜
日時9月3日㈰13時30分〜16時30分 講師同セ
ンター長・阿部剛氏 事例団体しゃぼん玉倶楽部
代表・片岡千鶴子氏他 対象市民活動助成制度へ
の応募を検討している団体および助成金の応募に
興味がある人 定員先着30人
会場同センター 費用無料
電 話 ま た はEメ ー ル で 同 セ ン タ ー ☎365−
5522、 hai̲saposen@matsudo-sc.comへ

け
合
助
い
、
の
い
あるまち
合
え
支
へ
（社福）
松戸市社会福祉協議会にご相談ください

松戸市社会福祉協議会
マスコットキャラクター
まっころん

同協議会☎368−0503、

368−0203

社会福祉協議会は、市内15の地区社会福祉協議会とともに、地域の皆さんと一緒になって誰もが地域で
安心して暮らせるまちづくりを進めるため、さまざまな活動を行っています。

地域の福祉活動 ふれあい会食会やふれあい・いきいきサロン、子育てサロン等の地域のふれあい活動
地区社協支援センター☎362−5963

ボランティアの育成・支援
ボランティアセンター☎362−5963

家事や介護等の援助 家事や介護等の在宅福祉サービスの提供
たすけあいセンター・ふれあいサービス☎368−2941

家事等の援助 介護保険要支援の認定等を受けている人を対象に、生活支援サービスの提供

ボランティア活動

たすけあいセンター・訪問型元気応援サービス☎712−0311

育児等の援助 ①育児の援助を受けたい人と援助をしたい人を会員とした、育児の助けあい活動 ②訪問による育児・家事の相談
①まつどファミリー・サポート・センター☎330−2941②たすけあいセンター・養育支援訪問事業☎710−6686

オレンジ協力員による認知症の方や家族への支援
たすけあいセンター・オレンジ協力員推進事業☎712−0311

高齢者・障がい者のための金銭の管理等の支援 日常的な福祉サービスの利用援助や金銭管理等
相談センター日常生活自立支援事業☎368−0349

日常生活の悩みに相談員が助言・情報提供 市内4カ所で福祉相談所を開設
相談センター福祉なんでも相談☎368−1333（毎週水曜・第１金曜10時〜 15時）

低所得者向けの貸し付けと援助・指導 教育資金をはじめ、比較的所得が少ない世帯や障がい者・高齢者世帯を対象に、用途に応じた貸し付けと必要な援助・助言
相談センター生活福祉資金等貸付事業☎368−0912

生活に困っている人への支援

経済的に自立した生活を送ることができるよう専門性を有する支援員が支援
松戸市自立相談支援センター☎366−0077

就労希望者への就労のあっせん・生活相談
無料職業紹介所 65歳以上 ☎365−4712、 65歳未満 ☎366−0077

フードバンクに
寄 附された食 品

無償で提供
家庭に眠っている食品の有効活用（フードバンク） 企業や個人から寄附された食品を、支援が必要な生活困窮者や福祉施設等に無償で提供
同協議会☎368−0503
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防災
講演会

こころの健康づくり講演会

災害時 で も 快適な生活

どこまでも生きぬいて

をするた めの 心 構 え

〜夜回り先生、いのちの授業〜

いつか起こりうる自然災害。起きた災害に対し、いかに被害を減らすこ
とができるかを映像やオリジナルの減災チェックリストを使用して、災害
時でも快適な生活を送るための心構えについて、講演します。

日時 8月3日㈭ 14時〜16時（13時30分開場）

水島重光氏

会場市民会館 講師（一社）まちかど防災「減災塾」塾
長・水島重光氏 費用無料 ※手話通訳、要約筆記あり。
申 当日会場で
危機管理課☎366−7309

シルバー人材センター

シニアパソコン教室

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
⑨Wordで名刺・ラベル作成
⑩Wi-Fiの基本・活用
⑪メールの操作
⑫個人授業

日程
9/ 6㈬
9/ 7㈭・14㈭
9/21㈭・28㈭
9/13㈬
9/ 5㈫
9/19㈫
9/12㈫
9/26㈫
9/27㈬
9/20㈬
9/ 6 ㈬
9/27㈬

要申込

時間①〜④⑦〜⑩各13時
〜16時 ⑤ ⑥ ⑪ ⑫ 各9時 〜
12時 会場シニア交流セ
ン タ ー（⑤ 〜 ⑧ 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）
申 8月23日 ㈬〔必 着 〕
まで
に、 は が き ま た はFAX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パソコン教室係 330−5008（☎330−5005）へ
3面掲載の「和名ケ谷スポーツセンタープール教室（ア

広報まつど
クアビクス）
」の8月の開催日に誤りがありました。正し
7月15日号の くは、「8/12㈯・26㈯」です。おわびして訂正します。
おわびと訂正
和名ケ谷スポーツセンター☎391−5990

掲

示

お知らせ
老齢基礎年金を受け取るために必要な
期間
（受給資格期間）
が、25年から10年
に短縮されます
該当者には日本年金機構から年金請求
書（黄色封筒）を送付しています。 手元
に届いたら年金ダイヤル（☎0570−05−
1165）で予約の上、 同機構松戸年金事
務所（☎345−5517）で手続きを行って
ください 国民年金課☎366−7352
退職金共済掛金助成制度をご活用くだ
さい
平成28年1月1日から6月30日の間に、
中小企業退職金共済制度および特定退職
金共済制度に新規で加入した従業員がい
る事業主 ※申請書類は商工振興課か
ら対象事業所宛てに送付します 申請期間
8月7日㈪ 〜9月6日㈬ 商 工 振 興 課☎
711−6377
情報公開制度の実施状況
昨年度の公文書開示等処理件数は282件
（開示86件、 一部開示174件、 非開示2
件、文書不存在4件、取り下げ16件）でし
た。 行政資料センターでは、公文書の開
示請求、審議会等議事録や行政資料の閲
覧、有償刊行物の購入などができます
総務課情報公開担当室☎366−7107
千葉県統計グラフコンクール作品募集
課題 自由 規格 B2判またはパソコンで作

成した統計グラフ 小学生以上の人 県
総合企画部統計課企画情報班☎043−
223−2213、 総務課統計担当☎366−
8056

要申込

板

子どもたちの非行防止・薬物汚染の拡大防止のた
めに深夜パトロールを行い、メール・電話による相
談を受けている「夜回り先生」こと水谷修氏が、生
きる意味・いのちの尊さ・幸せについての特別授業
を行います。
日時8月30日㈬14時〜16時（13時30分開場）
会場市民会館 講師水谷青少年問題研究所・水谷修
水谷修氏
氏 定員先着1,000人 費用無料 ※一時保育あり
（要予約、先着約10人、1歳６カ月〜小学2年生、おやつ代200円）
。
※手話通訳・要約筆記あり。
8月1日㈫9時から、電話またはFAXに講演会名・かな氏名・年代・
連絡先を記入して 電話 中央☎366−7489・小金☎346−5601・常盤平
☎384−1333 FAX 中央 363−9766の各保健福祉センターへ
※一時保育の申し込みは、電話で中央保健福祉センターへ。

市職員の給与明細書に掲載する広告を募集
市職員の給与明細書は1回当たり約5,000人の職員（臨時職員含む）に
配布されます。今回は平成29年12月期末勤勉手当から平成30年5月例
月給与まで配布する7回分の給与明細書に掲載する広告を募集します。
募集期間8月31日㈭まで 募集枠数3枠 寸法広告1枠につき68mm×
179mm以内 色2色（青・赤）刷り 広告掲載料1枠につき7回分で
120,000円以上（消費税を含む） ※版代および印刷費用は市が負担し
ます。 ※掲載の決定は、広告基準に適合する申込者の中から金額の高
い順に3つの広告を決定し、掲載の可否を通知します。 ※申込書・広告
掲載基準等は人事課で配布しています。また、市ホームページからもダ
ウンロードできます。
申 事前に人事課の確認を受けた原稿案を申込書に添付して、人事課（☎
366−7306）へ

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

「涼み処」
をご利用ください
熱中症予防対策の一環として、施設の
一部を開放しています。 利用時間は各施
設の開館時間となります 期間 9/30㈯まで
開放施設 各老人福祉センター、総合福祉
会館、シニア交流センター、各市民センター
高齢者支援課☎366−7346
地域包括支援センターの職員募集
職種 保健師、社会福祉士、
主任介護支援専門員 ※
詳細は市ホームページをご
覧ください 高齢者支援
市ホームページ
課☎366−7343
（社福）
千葉いのちの電話第30期ボラン
ティア相談員募集〜あなたの一言が生き
る力になる〜
応募資格 20歳以上
（平成29年4月現在）
で、
基礎研修講座と宿泊研修に出席できる人
※資格・経験は不問 研修期間 平成29年
〔必着〕
ま
10月〜平成31年3月 9/13㈬
でに所定の応募用紙を同事務局☎043−
222−4322
（平日9時〜17時）
へ
「地域の誇り」
表現コンテスト作品募集
郷土への思いやふるさとの思い出（体
験）等、ふるさと千葉に対する愛着や誇り
をテーマにした作文を募集します 規格 400
字詰め原稿用紙（縦書き）2枚以上5枚以
内 県内在住・在学の小・中学生 原則
として学校へ提出。学校で取りまとめを行っ
ていない場合は12/1㈮
〔消印有効〕
までに
〒260−8667千葉県政策企画課へ 郵 送
同課☎043−223−2447

移動暴力相談所を開設します
8/9 ㈬10時〜16時 東葛飾地域振興
事務所 （公財）千葉県暴力団追放県民
会議☎043−254−8930

講座・講演・催し
童謡コンサート
「うたのおもちゃばこ」
8/3㈭11時〜11時30分 ふれあい22
演奏者 日向野のりえ氏（歌）
、德川眞弓氏
（ピアノ） ふれあい22☎383−0022
講演会
「まだ間に合う!今日から始める認
知症予防2017」
8/6㈰13時30分〜15時35分 けやき
プラザ2階ふれあいホール（JR我孫子駅
下車） 日本認知症予防学会理事長・浦
上克哉氏 千葉県福祉ふれあいプラザ☎
04−7165−2886
ふれあい教室
「朗読をきくかい」
8/9㈬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
シティー・ミニコンサート〜四手の魅力・
連弾コンサート〜
8/16㈬12時15分〜12時45分（開場11
時30分） 市役所市議会議場 曲目 「ハン
ガリー舞曲集」より（ブラームス）
、
「子ど
もの遊び」より（ビゼー）他 演奏者 石本由
香利氏（ピアノ）
、 鎌田千佳氏（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）

7月31日㈪〔消印有効〕までに申請がない場合は受給ができなくなりますのでお早めに！

…持ち物

市長室ギャラリーを公開します
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、 生け花を公開します 8/10㈭
12時〜15時 市役所新館5階市長室
秘書課☎366−7303
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 8/15㈫10時 〜10時30分〔雨 天
中止〕 とのやま公園（新作3の1163）
先 着100人
市 民 安 全 課 ☎366−
7285
襖・障子・網戸張り替え講習会
〔全3回〕
8/28㈪・29㈫・31㈭各9時〜15時
シニア交流センター 市内在住で全日程
受講可能な人 先着20人 作業ができ
る服装 8/9㈬〔必着〕までに、はがき
ま た はFAXに 郵 便 番 号・ 住 所・ 氏 名・
年齢・生年月日・電話番号を記入して
〒271−0043松戸市旭町1の174 （公
社）松戸市シルバー人材センター 330
−5008（☎330−5005）へ

会議
松戸市地域自立支援協議会
8/4㈮14時 〜16時 市 役 所 新 館7階
大会議室 傍聴定員 先着5人（開会15分前か
ら受け付け） 障害福祉課☎366−7348

臨時福祉給付金コールセンター☎366−8192
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松戸宿坂川献灯まつり
け

ん

と

う

問同まつり実行委員会☎362－5356

8月9日㈬・10日㈭〔荒天中止〕

http://www.kentou.org/

松戸宿坂川献灯まつりは、とうもろこし市を始めとする江
戸時代からの伝統を残しながら、美しさを取り戻した坂川の
会場 旧松戸宿坂川沿道一帯（伊勢丹松戸店先～松 龍 寺先） 環境を融合し、次世代に継承する「古くて新しいまつり」です。
イベント名
日時
会場
内容
8/10㈭までの19:00～23:00 坂川ひろば・松龍寺参道
自然の恵みや坂川を開いた先人たちの苦労に感謝、献灯提灯が並びます
献灯提灯
しょうりゅう じ

ちょうちん

献灯箱あんどん
縁日屋台
し

8/10㈭までの19:00～23:00
8/ 9㈬・10㈭13:00～21:00
8/ 9㈬・10㈭19:00～21:00
8/ 9㈬・10㈭17:00～21:00
8/ 9㈬・10㈭18:00～20:45
8/ 9㈬・10㈭12:00～21:00

まんろくせんにち

四萬六千日献灯
特設ステージ
とうろう流し
とうもろこし市
むかし遊び・
三丁目の夕日屋

坂川沿道
坂川沿道・松龍寺参道
松龍寺境内
坂川ひろば
レンガ橋前・仮設桟橋
松龍寺参道

8/ 9㈬・10㈭15:00～19:00 松先稲荷境内

とも

近隣小学生の楽しい絵のあんどんを灯します
約30店出店。まつり気分を盛り上げます
境内に幻想的な竹あんどんを飾ります
開会式（8/9 ㈬17時から）
、歌・太鼓演奏など
費用1灯500円（会場内で購入・組立てができます）
費用1本400円

費用無料 昭和の懐かしい縁日や遊びを体験できます

対象小学4年～中学生 費用1回100円 ※濡れても良い服装で
当日会場で
ゆかたde坂川めぐり 8/10㈭18:00から
坂川沿道
浴衣の着こなし上手を選びます（会場内3カ所で投票できます）
松戸宿楽市
8/ 9㈬・10㈭15:00～19:30 宝光院・善照寺・西蓮寺門前 昔は門前に市が立ったという松戸宿の雰囲気を感じる「のみの市」です

カヌー乗船体験

8/ 9㈬・10㈭ 9:00～14:00 坂川ひろば

※天候により随時変更となる場合があります。

入館料
無料

「四萬六千日献灯」インスタレーション
PROJECT1867

ゆかた
de 戸定
と

パリ万博と光の記憶
問戸定歴史館☎362－2050

じょう

8月9日 ㈬・10日 ㈭
の2日間、浴衣を着て
戸定歴史館へ来館し、
「坂川献灯まつり」の
ちらしを窓口で提示
した人は入館料が無
料になります。

地域あそびと親子で
楽しむミニコンサート

まつどでかくれんぼ in 戸定邸

聖徳大学短期大学部保育科の学生と教員で作った、松戸のふるさとソング「まつどでかく
れんぼ」を同大学の学生が歌と踊りで披露。また、
「まつどてあそび」等の創作手遊びをしな
がら親子で地域の魅力を感じ、
楽しんでください。 ※今回の取り組みは、
文部科学省「地（知）
の拠点整備事業」の一環です。
日時8月10日㈭10時～12時 会場戸定が丘歴史公園内芝生広場（松雲亭隣、雨天時は戸定
邸内） 費用無料
問 聖徳大学地域連携課☎365－1111

矢切の里文学祭

夏休みの自由研究
にもピッタリ !

「初恋短歌大会」短歌を募集
部門①一般の部②小学生〜高校生 応募作品初恋をテーマにした未発表短歌を1人
2首まで 費用①1首500円（資料代含む、申込時に郵便為替または現金書留で）②
無料
9月4日㈪〔消印有効〕
までに、
（一社）松戸市観光協会のホームページ
（ https://www.matsudo-kankou.jp/）からダウンロードした投
稿用紙に作品・氏名・住所・電話番号・性別・年齢（学生は学校名・学年）
を記入して、〒271－0091松戸市本町7の3 （一社）松戸市観光協会
松戸市観光協会
「初恋短歌」係（☎703－1100）へ ※10月28日㈯に、まつど市民 ホームページ
活動サポートセンターで表彰式を行います。

夏の終わりに盛り上 がろう！

ラストサマーフェス & 盆踊り
問松戸まちづくり会議ラスサマ盆踊り実行委員会☎080－1023－0471、
文化観光国際課☎366－7327
各13時～21時（最終日は20
時まで、小雨決行、荒天中止）

8月26日㈯・27日㈰
会場松戸中央公園

催し物大道芸、よさこいソーラン、
タヒチアンダンス、民謡、ベリーダンス他
盆踊り17時～20時 ※途中参加可。
コスプレーヤー、留学生と一緒に踊りましょう
屋台松戸の有名店も出店します
費用無料（飲食は有料）

ボランティア
スタッフ
募集
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期間8月26日㈯・27日㈰のうち1日以上 内容会
場運営補助、来場者誘導、飲食屋台の清掃等（弁
当・飲み物あり）
電話で同実行委員会☎ 080－1023－0471へ

要申込

夏休み 子ども赤十字体験

～伊藤左千夫「野菊の墓」～

7
201

戸定が丘歴史公園の竹で作った竹あんどんを松龍
寺境内に配置。今年150周年の節目を迎えた1867
年パリ万博をイメージした光の空間を演出します。
日時8月9日㈬・10日㈭各19時～21時
会場松龍寺 費用無料

非常食作りや車椅子体験、義足を作る義肢装具士による足
の型取り体験もできます。昼食はいろいろな非常食を食べら
れます。
日時8月24日㈭10時～15時
会場市民会館 対象小学4年
～中学1年生（保護者同伴可）
持ち物飲み物 定員先着30
人 費用無料
電話で地域福祉課☎366
－3019へ

松戸に愛着を
もってほしい！

松戸を多くの人に
知ってもらいたい！

聖徳大学短期大学部

松戸文学賞

①松戸絵本大賞②松戸ラノベ大賞 作品募集
問同大学地域連携課☎365－1111、政策推進課☎366－7072
応募資格①小学校高学年～高校生②中学・高校生 応募条件未発表のオリ
ジナルで、松戸を舞台とした創作①絵本②ライトノベル 作品規定①素材・
画材・技法は自由（デジタル作品も可）
、表紙（表裏2ページ）
、本文（ 14
ページ）
、見開きサイズをA3またはB4で制作②8,000字程度、40字×30行
のフォーマット、縦書きで制作 ※②のみ手書きは不可。
9月4日㈪〔必着〕
までに、
郵送で応募作品と氏名・住所・学校名・学年（年齢）
・
電話番号・Eメールアドレスを記入した応募用紙を、〒271－8555
松戸市岩瀬550 聖徳大学地域連携課（☎365－1111）へ
※10月上旬に受賞者発表を予定。大賞の作品は冊子化し、市内
の学校に配布予定です。詳細は松戸文学賞ホームページをご覧く
松戸文学賞
ださい。
ホームページ

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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家庭教育Café

要申込

〜土曜の午後の
子育てしゃべり場〜

ん
バく
ー
チ
!
るよ
も来

常盤平児童福祉館

周
年 感謝祭

50

夏休み最後の土曜日の午後、
親子それぞれで実りのあるひとときを過ごしませんか

2017 年（平成 29 年）8 月 1 日

問同館☎387－3320

8月26日㈯ 10時～12時、13時30分～16時

「子育てについて考えたいけど、働いていて時間がない」
「子育てについて相談する人
がいない」という悩みを抱えた保護者の皆さん、子育てについておしゃべりしてみませ
んか？
その間、小学生のお子さんは社会教育指導員の見守りのもと、本を読んだり、宿題を
したりして過ごします。未就学のお子さんもお預かりします。

会場 同館、さるびあ公園
内容おばけ屋敷、Nゲージ（鉄道模型）
、ゲーム大会、
ピエロパフォーマンスショー他

日時8月26日㈯13時30分～15時30分
会場文化ホール（保護者対話の森 小学生フューチャーセンター）
対象小学生の保護者と子（保護者のみの参加も可）
定員先着25組
費用無料
※一時保育あり（1歳6カ月以上の未就学児）
。
電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

子 育 て 支 援 員 研 修 受講生募集

日程
基本研修

要申込

放課後児童クラブ

小規模保育施設

…等に携わる子育て支
援員になりませんか？

修了者には修了証が交付され、
「松戸市子育て支援人材バンク」
「ファミリー・
サポート・センター」に登録されます。

10/20 ㈮
10/27 ㈮
11/17 ㈮
11/24 ㈮

市ホームページ

平成30年2
月実施のう
ち3 ～4 日
（①④はさら
に 2日 間 の
現場実習あ
り）

専門研修
（選択科目）

8月31日㈭〔必着〕までに、応募申込書を郵送またはFAXで
〒271－8588松 戸 市 役 所 子 育 て 支 援 課 365－1009
（☎366－7347）へ
※応募申込書は市ホームページからダウンロードできます。

10/13 ㈮

12/ 1 ㈮

後期

時間13時～16時30分 場所聖徳大学 対象次の全ての条件を満たす人◦市内
在住で、全日程参加できる◦子育て支援員の仕事に興味を持ち、研修修了後に
対象となる市内の各事業に従事することを希望する◦ファミリー・サポート・
センターの提供会員として登録可能 定員50人（書類選考あり）
費用教材費2,000円

10/ 6 ㈮

専門研修
（共通科目）

子育て支援センター

前期

おやこDE広場

9/29 ㈮

※上記科目は一部変更になる場合があります。

子ども読書推進センターからのお知らせ
小さい子のための
おはなし会

日時

会場（駐車場はありません）

ＣＭＳ子育て支援センター
（六高台保育園内）
Ｅ-子どもの森
8/23㈬ 10:30～11:00
ほっとるーむ新松戸
8/24㈭ 10:30～11:00 矢切公民館
8/25㈮ 11:20～11:50 根木内こども館
8/18㈮ 10:30～11:00

対象0歳～3歳くらいの子と保護者

子育て支援課からのお知らせ
児童扶養手当

の 年度更新 は、8月31日㈭ まで

7月下旬に「児童扶養手当現況届」を対象者に発送しています。また、
受給から5年等が経過した受給者には6月下旬に「一部支給停止適用除外事
由届出書」を発送していますので、併せて提出してください。
※提出が遅れると手当てが減額となります。
期間中は、就労相談・児童の修学資金等の貸付相談・ひとり親家
庭向けの生活全般相談等ができる「相談コーナー」を設けています。
会場市役所本館2階大会議室

松戸市ひとり親家庭等医療費等助成受給資格
の 年度更新 は、8月31日㈭ まで

7月下旬に「松戸市ひとり親家庭等医療費等助成受給資格継続登録申請
書」を対象者に発送しています。提出がないと、受給資格が失われますの
でご注意ください。
※提出期限を過ぎた場合は、申請をした翌月1日から再適用となります。

共 通 費用無料

同センター☎331－0077

市民センターおはなし会

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〜

8月3日㈭・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
会場同センター
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

科目名
子ども・子育て家庭の現状、子ども家庭福祉、
児童虐待と社会的養護
保育の原理、子どもの発達
子どもの障害、対人援助の価値と倫理、総合演
習(履修内容の振り返り）
乳幼児の発達と心理、乳幼児の食事と栄養
小児保健Ⅰ・Ⅱ、安全の確保とリスクマネジメント
地域保育の環境整備、保育者の職業倫理と配慮
事項
乳幼児の生活と遊び、心肺蘇生法
特別に配慮を要する子ども（0歳～2歳）
、グルー
プ討議（W/S）実施自治体の制度について（任意）
前期修了時に、下記コースから選択
①一時預かり事業コース
②地域子育て支援拠点事業コース
③放課後児童クラブコース
④小規模保育事業コース
※この他にファミリー・サポート・センターの
登録説明会を1日設けます。

日程
8/11㈷
8/15㈫
8/16㈬
8/18㈮
8/22㈫
8/24㈭
8/25㈮

会場
明市民センター
小金原市民センター
東部スポーツパーク
五香市民センター
小金市民センター（分館内）
和名ケ谷スポーツセンター（分館内）
新松戸市民センター

時間各15時30分～16時 対象幼児～小学生と保護者
問同課児童給付担当室☎366－3127

8月10日㈭ 以降、 児童扶養手当8月期分（4～7月分）
を 指定口座へ振り込み ます
子どもの人数 全部支給（月額）
1人の場合
42,290円
2人の場合
3人以上の場合

一部支給（月額）
42,280円～9,980円
（42,280円～9,980円）+
52,280円
最大9,980円
2人の場合の月額に、
1人につき最大5,990円を加算

※金融機関により振り込み時間が異なることがあります。

8月10日㈭ 以降、 遺児手当8月期分（4～7月分）
を指定口座へ振り込みます
支給額（児童1人につき）片親と死別=月額5,500円、両親と死別=月額
10,500円（それぞれ8月・12月・4月の年3回支給）
※金融機関により振り込み時間が異なることがあります。

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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集団乳がん検診（エコー・マンモ
グラフィ）のお知らせ 要申込
健康教室（糖尿病教室）要申込
8月29日㈫14時〜15時（13時45分開場） 会場市立病院2号館5階
大会議室 内容糖尿病と心臓の関係 講師同病院内科医師 対象糖尿病患者と家族・
糖尿病に関心のある人 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

健康づくりグラウンド・ゴルフ大会 要申込
9月30日㈯8時30分〜14時（小雨決行、荒天の場合は10月1日㈰
に延期） 会場運動公園陸上競技場 対象市内在住の成人 定員350人（抽選） 費用
無料
8月18日㈮〔必着〕までに、往復はがきに、氏名（ふりがな）
・年齢・性別・電話番号・
代表者の返信用宛名を記入して、〒271−0072松戸市竹ケ花74の3 健康推進課内
「グラウンド・ゴルフ大会」係（☎366−7486）へ ※往復はがき1枚で申込者含め4
人まで可。重複申し込みは不可。抽選後の参加者変更はできません。

8月1日から制度改正により高額介護（予防）サービス費を変更します
介護保険課給付班☎366−7067
高額介護（予防）サービス費とは
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担額の合計（同じ世帯内に複数の利
用者がいた場合は世帯合計）が上限額を超えた場合は、超えた分の金額を支給します。
※給付には申請書の提出が必要です。 ※申請書は対象の人に郵送しています。
段階
対象者
5 現役並み所得者に相当する人がいる世帯の人
4 住民税課税者がいる世帯の人
3 世帯全員が住民税非課税の人
世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得金額
2
と公的年間収入額の合計が80万円以下の人
1 生活保護を受給している人等

8月からの負担上限額
44,400円（世帯）
37,200円→44,400円（世帯）★
24,600円（世帯）
24,600円（世帯）
15,000円（個人）
15,000円（個人）

★…同一世帯の65歳以上の人全員（サービス未利用者含む）の利用者負担割合が1割の世帯
は、年間上限額446,400円。（平成29年8月1日から3年間のみ）

実施日10月〜平成30年2月 会場中央・常盤平・小金各保
健福祉センター・新松戸市民センター（マンモグラフィは東
部スポーツパーク、六実市民センター別館、小金原市民セン
ター、総合福祉会館でも実施）
対象年齢（平成30年3月31日時点の年齢）

検査方法

35歳〜39歳、41・43・45・47・49歳の女性

エコー検査

40・42・44・46・48歳、50歳以上の女性

マンモグラフィ検査

対象上表に該当し、共通受診券（国民健康保険加入者は特定
健康診査等受診券）を持つ人 費用400円（生活保護世帯で
夜間・休日受診証を提示した人、市民税非課税世帯、75歳以
上の人、後期高齢者医療被保険者証を持つ人は無料） ※次
の 〜 に該当する40歳以上の人は、マンモグラフィは受診
できませんが、エコーを受診できます。申し込みの際、該当
事項を記入してください。 妊娠中、妊娠の可能性がある
出産後1年以内 シリコン等使用の豊胸術を受けた 胸部に
医療機器を挿入している
8月31日㈭〔消印有効〕までに、電話または市民健康相談
室（市役所・各支所）に直接、またははがき（封書可）に郵
便番号・住所・氏名・生年月日・年齢・電話番号・登録番号
（共通受診券に記載の8桁の番号）・検査名・希望会場・希望
曜日（平日または土曜日、土曜日希望の場合は中央保健福祉
センターのみ）
・エコーは一時的な子どもの見守り希望の有無
（午前のみ）を記入して、〒271−0072松戸市竹ケ花74の3
健康推進課「集団乳がん検診」担当（☎366−7487）へ
※9月中旬ごろに案内通知を発送予定。 ※平成29年4月以降に
同検診を受けた人は受けられません。 ※平成28年度中に松戸
市実施の同検診を受診した人には、日程を通知しますので申し
込み不要です。 ※曜日や実施会場は希望に沿えない場合があり
ます。

歯科健康診査を受けよう

要申込

健康推進課中央保健福祉センター☎366−7489
歯を失う一番の原因は歯周病です。日本人の成人の8割が歯周病にかかっています。
歯周病菌が体の中に入ると糖尿病や心疾患、脳梗塞、低体重児出産など全身にも影響を与えます。ぜひ市で行っている歯科健康診査をお役立てください。
期間平成30年3月31日まで 内容口腔内診査および相談 対象成人=市に住民登録があり、平成30年3月31日時点の年齢が20歳以上に
なる人 妊婦=市に住民登録があり、妊娠中かつ受診券を持っている人 ※どちらも現在治療中の人は対象外。持ち物成人=身分証明書
口の健康から
妊婦=受診券 費用無料

体の健康へ

直接電話で下表の委託医療機関へ
平成29年度
地区

松戸
東部・矢切

馬橋・新松戸
小金・小金原
常盤平・五香
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成人・妊婦歯科健康診査委託医療機関一覧表 （順不同）

医療機関名
青山デンタルクリニック
明石歯科医院
秋山矯正歯科
芦田歯科医院
アーク矯正歯科
いそざき歯科
宇佐美歯科医院
大塚歯科医院

電話番号
367−8151
365−3712
361−2660
362−3446
361−4687
308−0123
362−5207
366−2679

医療機関名
オズデンタルクリニック
加藤歯科クリニック
上本郷歯科医院
北原歯科医院
きたまつど歯科
北村歯科診療室
小泉歯科医院
小根本歯科クリニック

大山口歯科医院

362−5992 小林歯科クリニック

364−1616 中村歯科医院

オレンジ歯科

331−8877 佐藤歯科医院

367−1548 日本大学松戸歯学部付属病院 360−9521 まるやま歯科医院

363−4618

稲富歯科クリニック

391−8148 かしのき歯科

312−7777 瀬畑歯科医院

367−0120 本山歯科医院

362−4973 わたなべ歯科

391−0808

植田歯科クリニック
大橋歯科医院

392−5665 かみの歯科クリニック
362−7506 小松歯科医院

701−8806 長島歯科医院
392−4180 中村デンタルクリニック

363−3321 森歯科医院二十世紀ケ丘診療所 368−8336 らいおん歯科
391−6683 森本歯科医院
360−1955

710−8881

あらき歯科クリニック 309−2610 神谷歯科医院

343−8958 さくら通り歯科クリニック

342−8046 とうない歯科

346−3213 二ツ木歯科医院

343−5777

あんびる歯科医院
いで歯科医院
大川歯科医院
恩田歯科医院
かえで歯科

340−0144
340−3718
343−7788
343−2325
347−8811

343−5001
343−1224
340−4618
345−2815
341−3219

343−5711
710−8140
344−4128
345−1536
344−6320

344−1391
341−6290
349−4182
342−5143
347−9723

345−8941
341−3045
348−1846
318−9955
346−4789

金子医院

342−9812 小林デンタルクリニック

344−4515 高野歯科

かねまる歯科医院

343−5577 齊藤デンタルクリニック

368−2551 高橋歯科クリニック

341−2596 プチモンド八ケ崎
344−5162 デンタルクリニック

343−1118

あべ歯科医院
伊藤歯科医院
おおくま歯科医院

342−2281 外苑歯科松戸診療所
343−6900 かいのはな歯科診療所
346−8800 きよしケ丘歯科診療所

343−0224 栗ケ沢歯科医院
349−4333 こうで歯科
343−6862 小金原歯科

343−6956 殿平賀歯科医院
347−8824 羽根田歯科医院
346−6408 ハヤカワ歯科

341−7576 宮坂歯科医院
309−4618 谷津歯科医院
346−3535 渡辺歯科クリニック

北原歯科医院 新松戸診療室
くらもち歯科医院
くろかわ歯科
小谷歯科医院
東風歯科医院

電話番号
363−0100
363−4182
364−1637
367−5001
308−6480
368−2371
365−2233
363−1771

医療機関名
嶋崎歯科クリニック
スギタ歯科医院
砂長歯科医院
太陽歯科クリニック
髙田歯科医院
髙橋デンタルクリニック
武田歯科医院
たけだ歯科クリニック

白石歯科医院
しらゆり歯科医院
新松戸石崎歯科医院
新松戸歯科
新松戸総合歯科診療所

電話番号
364−6675
365−3945
362−0873
368−6829
363−6807
392−7014
365−2232
366−8887

医療機関名
電話番号
平岡歯科医院（松戸西口）364−6666
平岡歯科医院（松戸新田）368−8200
平山歯科
367−9631
藤歯科医院
368−3260
富士見台歯科医院
360−6280
町山歯科
362−3000
松崎歯科医院
362−2212
松戸歯科クリニック
367−6520

電話番号
361−5088
367−6607
362−2876
363−6480
367−1230

渡辺デンタル
clinic&maintenance

363−4111

和田歯科医院

361−4181

361−7736 松戸デンタルクリニック 364−5308

長岡デンタルクリニック
中和倉歯科医院
西馬橋歯科クリニック
八ケ崎斉藤歯科医院
藤田歯科医院

大谷口歯科クリニック 348−8841 国谷歯科医院

345−0056 さくら歯科医院

347−8211 半田歯科医院

344−5280

岡田歯科医院

345−8901 しんぽ歯科医院

340−1818 藤井歯科医院

345−0418

341−1460 クリスタル歯科

医療機関名
南花島歯科診療所
稔台歯科
宮本歯科医院
湯浅歯科医院
ようこ歯科クリニック

小児歯科ポプラ診療室
本間歯科医院
まつばら歯科
よこすかデンタルクリニック
よこ山歯科医院

341−2857
343−2020
344−7734

atむらやま歯科クリニック

394−5050 歯科牧の原

388−4182 野口歯科

712−0981 牧の原歯科医院

385−2788 やばしら歯科駅ビル診療所 384−4182

新井歯科医院
岩井歯科医院
大久保歯科診療所
大越歯科
恩田歯科クリニック

384−7708
385−2696
384−1982
385−5164
386−6482

04−7191−4950
387−2916
383−1184
387−6455
385−3788

384−7266
387−8197
388−1498
386−3394
387−7714

311−1187
385−4183
383−1170
387−0068
384−1223

高柳歯科医院
塚本デンタルオフィス
とみやま歯科
なおい歯科医院
長坂歯科医院

橋本歯科医院
原歯科医院
東歯科医院
日暮歯科医院
平賀歯科医院

松下歯科医院
まりデンタルクリニック
三国歯科医院
宮嶋歯科医院
六実後藤歯科医院

きょうどう歯科新八柱 711−5201 中村歯科六高台診療所

389−8341 平賀デンタルオフィス

388−3188 むつみデンタルクリニック 385−2502

五香歯科医院

384−7556 なかやま歯科医院

385−0200 福島歯科医院

387−1096 むらかみ歯科医院

394−6660

後藤歯科

384−7566 成島歯科

387−0894 藤原デンタルクリニック

704−5150 森元歯科医院

386−6811

桜井歯科医院

384−1378 ニトリ歯科クリニック

387−1182 ふま歯科医院

383−0600 やばしら歯科

385−3591

山本歯科医院
ゆうかり歯科
U歯科医院
ライズデンタルクリニック
脇谷歯科クリニック

389−8841
388−0620
385−5373
393−8181
384−1580

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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介護について困ったとき
はまず
!
介護制度改革課
☎366−4101

市ホーム
ページ

介護について相談できる窓口を探せます

体操教室やサロ
ンなど地域で行
われている高齢
者向けのサービ
スを探せます

ケアマネジャーや
介護施設など介護
サービスの事業者
を探せます

ケアマネジャー
とショートステ
イの空き状況や
利用できる事業
者を探せます

訪問診療ができ
る医療機関や、訪
問して薬を管理す
ることができる薬
局などを探せます

介護

検索

を使いましょう

国民健康保険課給付班☎366−7293、
同課広域保険担当室☎366−7342

ジェネリック（後発）医薬品とは

8月1日に内容を更新しました。さらに充実した
「松戸市在宅医療・介護事業者情報検索システム」を
ご利用ください。

松戸

ジェネリック医薬品

検索

高 齢 者 親 と 子 の

よい歯のコンクール

優勝者決定

健康推進課☎366−7489
6月3日に中央保健福祉センターで行われたコンクールには、高齢者17
人・親と子8組が参加しました。優勝者を紹介します。

ジェネリック医薬品は、先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に、同じ
有効成分を同一量使用して作られる薬です。先発医薬品と比べて開発費
を抑えられるため、価格が安くなっています。
糖尿病や高血圧・脂質異常症で長期間にわたりお薬を飲んでいる人や、
毎月の薬代に悩んでいる人は、医師や薬剤師に相談してください。
※医薬品によってジェネリック医薬品のないものや自己負担金額が増え
てしまうものがあります。医師や薬剤師に確認してください。

よくある質問
Q.ジェネリック医薬品に変更するにはどうすればいい?
A.医師や薬剤師に、
「ジェネリック医薬品を希望
します」と相談してください。希望カードを見せ
て、薬剤師に相談することもできます。
Q.安全性に問題はない?
A.有効成分は先発医薬品と同じです。また、効能・効果、用法、用量が原
則同一で、安全性について国が審査・承認しています。有効成分以外の成
分を変更して、飲みやすさなどが向上したジェネリック医薬品もあります。
Q.ジェネリック医薬品から元に戻してもらうことはできる?
A.体質などによりお薬が合わなかったときは、医師や薬剤師に相談して
元の医薬品へ変更することも可能です。一定期間利用できるお試し制度
もあるので、詳細は薬剤師に相談してください。
Q.健康被害が生じたときはどうすればいい?
A.正しく使用していても副作用で入院治療が必要となるような健康被
害が生じたときは、先発医薬品と同じ「医薬品副作用被害救済制度」の
対象となります。詳細は、（独）医薬品医療機器総合機構ホームページ
http://www.pmda.go.jp/ をご覧ください。

私の自己負担額は安くなるの？

8 02 0
80歳になっても
20本以上の歯を保とう
おいしく食べ、しゃべり、
歌い、運動し、人生を豊かに
過ごしましょう

ジェネリック医薬品差額通知書をお送りします
ジェネリック医薬品に切り替えた場合に、
お薬の自己負担額が安くなる
可能性がある人等にお知らせをお送りします。
高齢者部門

親と子部門

峰元美智恵さん
（89歳・常盤平在住）

髙橋大輔
（親）
（子）
さん・陽斗
さん
（小山在住）

通知書の発送予定
・国民健康保険に加入している人8月下旬、平成30年2月下旬
・後期高齢者医療保険に加入している人8月1日㈫、
11月上旬、平成30年
2月上旬

お盆期間中（8月11日〜16日）の急病救急医療
在宅当番医9時〜17時 待機病院17時〜翌日9時（土・日曜、祝日は9時〜翌日9時）
※受診する前に医療機関に電話で連絡してください。また、保険証などを忘れずにお持ちください。
診療日時
診療科目
毎日
18時〜23時 小児科
神経内科
在宅当番医 内科・小児科
皮膚科
8/11㈷
20時〜23時 歯科
内科・小児科系
待機病院
外科系
20時〜23時 歯科
内科・小児科系
8/12㈯
待機病院
外科系
内科
内科・神経内科
在宅当番医 産婦人科

医療機関名
夜間小児急病センター
松戸神経内科
森内科クリニック
うるおい皮ふ科クリニック
休日土曜日夜間歯科診療所
新松戸中央総合病院
千葉西総合病院
休日土曜日夜間歯科診療所
千葉西総合病院
東葛クリニック病院
あおぞら診療所
馬橋クリニック
湯原産婦人科医院

8/13㈰

しらゆり歯科医院

歯科

20時〜23時 歯科
内科系
待機病院
小児科・外科系
在宅当番医 歯科
20時〜23時 歯科
8/14㈪
内科・小児科系
待機病院
外科系
在宅当番医 歯科
8/15㈫ 20時〜23時 歯科
内科・小児科
待機病院
外科系
在宅当番医 歯科
20時〜23時 歯科
8/16㈬
内科・小児科
待機病院
外科系

休日土曜日夜間歯科診療所
新東京病院
千葉西総合病院
長坂歯科医院
休日土曜日夜間歯科診療所
千葉西総合病院
新松戸中央総合病院
白石歯科医院
休日土曜日夜間歯科診療所
新松戸中央総合病院
千葉西総合病院
小林デンタルクリニック
休日土曜日夜間歯科診療所
千葉西総合病院
新東京病院

申請期限は7月31日㈪です。提出はお早めに！

所在地
上本郷4005
旭町1の160
新松戸6の125
日暮1の16の7
竹ケ花45の53
新松戸1の380
金ケ作107の1
竹ケ花45の53
金ケ作107の1
樋野口865の2
緑ケ丘2の357ソフィア1階
西馬橋幸町25の1
小金原5の20の7
西馬橋幸町55
ウエストビル1のB
竹ケ花45の53
和名ケ谷1271
金ケ作107の1
六実6の39の21
竹ケ花45の53
金ケ作107の1
新松戸1の380
八ケ崎7の45の3
グリーンヒル八ケ崎104
竹ケ花45の53
新松戸1の380
金ケ作107の1
西馬橋相川町6の1
竹ケ花45の53
金ケ作107の1
和名ケ谷1271

電話番号
360−8900
344−3311
346−1818
391−3237
365−3430
345−1111
384−8111
365−3430
384−8111
364−5121
369−1248
703−7215
341−6185

救急医療体制
※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

テレホン案内サービス

☎366−0010
平日16時30分〜翌日9時
休日と土曜9時〜翌日9時
※当日案内への切り替えを毎朝８時45分〜９
〔当日の医療機関（待機病院、休
時の間に実施。
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〕

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

710−8140
365−3430
711−8700
384−8111
385−3788
365−3430
384−8111
345−1111
343−5711

夜間小児急病センター
（小児初期内科系疾患）

上本郷4005 市立病院となり
☎360−8900 毎日18時〜23時

365−3430
345−1111
384−8111
344−4515
365−3430
384−8111
711−8700

臨時福祉給付金コールセンター☎366−7320
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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。

相談名

日程

時間

市政・一般民事

平日
第1〜5月・火・木
（第1月を除く）
第 1月
毎週月・火・木
毎週水
第1金
第3金
第 1・3火
第2・4火
第2 ・4 月
第 1月

8:30 〜17:00★

会場

※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

問い合わせ

日程

時間

毎週水、
第1金

会場

問い合わせ

社会福祉協議会

市民会館
☎368−1237 ★は有料
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
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。

ミ ッ ク
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1,500円（当日券は2,000円）
※車椅子等で介助が必要な人の
付添人は1人まで半額（発売中）
市民劇場
◆ 髙 橋 真 梨 子コンサ ート2017
☎368−0070 ★は有料
PRELUDE
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
10/15㈰18:00
し、翌日休館）
会 場 大 ホール 費 用 全 席 指 定
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。
8,500円（ 8/26発 売） ※未 就
学児入場不可
◆PVコンサート
◆大月みやこ・市川由紀乃スペ
8/6㈰10:00
シャルコンサート〜華の競演〜
松戸PV音楽教室☎367−8338
10/20㈮14:30、
18:00
◆伝統芸能の会
会場大ホール 費用全席指定SS
8/11㈷10:30
席6,500円、S席5,500円、A席
菊池☎090−3682−1077
4,500円 ※SS席のみ取り扱い
◆小林チェロ教室 チェロコン
（発売中） ※未就学児入場不可
サート
◆松戸・狂言の夕べ
8/12㈯15:00
10/20㈮18:30
小林☎080−5440−2027
会場小ホール 演目入間川、千
◆都瑠歌謡祭
鳥 出演野村萬斎、石田幸雄他
8/20㈰10:00
費用全席指定5,500円（発売中）
妻野☎386−0159
※未就学児入場不可
◆合同ゆかたざらえ
◆ザ・ニュースペーパー Live
8/22㈫11:00
2017
林☎090−8049−6362
11/4㈯14:00、
18:00
◆松戸童謡の会 童謡を歌う（月
会 場 小 ホール 費 用 全 席 指 定
例会） ★
4,800円（発売中） ※未就学児
8/23㈬13:55
入場不可
鈴木☎343−6631
◆ザ・グレン・ミラーオーケストラ
森のホール21 チケットセンター
Japan Tour 2017
☎384−3331
11/16㈭18:30
会 場大ホール 費用全席指定S
受付時間…10:00 〜19:00
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
席6,500 円、A 席5,500 円（発
し、翌日休館）
売中） ※未就学児入場不可
㈱インプレサリオ東京チケッ
トセンター☎03−6264−4221

※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/

◆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
◆歌って健康 杉山公章の歌声
コンサートin松戸市
9/6㈬13:00
会 場 市 民 劇 場 費 用 全 席自 由

※申し込みは全て当日会場で。
●はスポーツ推進委員主催

◆①ヨガ②ビューティーピラティス
8月の木曜①13:0 0 〜13:50 ②
14:00〜14:50 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
◆①骨盤ヨガ②コンディショニン
グエクササイズ

①8/7㈪・14㈪・21㈪ 各9:30〜
10:30②8月の火 曜（ 8/8㈫ を除
く）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30人 費用1回50 0 円
同 体育館 ☎386−0111
◆①体幹美Body②フィットネス
フラ
①8/7㈪・21㈪ 各11:00〜12:00

森のホール21
日程

大ホール

◆「めぐみ−引き裂かれた家族の
30年」映画上映会
8/2㈬14:00
定員先着1,000人
行政経営課☎366−7311
◆防災講演会「災害時でも快適
な生活をするための心構え」
8/3㈭14:00
危機管理課☎366−7309
◆いっこく堂スペシャルライブ ★
8/5㈯13:30
労 音 東 葛センター ☎3 65−
9960
◆「被爆ピアノ」コンサート&映
画「ひろしま」 ★
8/13㈰①11:00②14:40③18:20
松戸親と子のよい映画を見る
会・石澤☎362−3738
◆松戸一輪車クラブMIC 演技
発表会
8/19㈯13:00
森山 mic-unicycle@grupo.
ne.jp
◆松戸かずみの会 うたと踊りの
祭典
8/20㈰9:30
滝沢☎090−8848−8082
◆たきもとモダンバレエスタジ
オ ダンスコンサート
8/26㈯16:30
川辺☎345−1450
◆わんつぅすてっぷ ダンス発表会
8/27㈰17:30
甲斐☎090−9296−3920
◆心の健康づくり講演会
8/30㈬14:00
健康推進課☎366−7489
◆キエフ・クラシック・バレエ
チャイコフスキー夢の3大バレエ
名場面集 ★
8/31㈭①11:30②14:00

障がい者相談

広報広聴課
福祉なんでも相談
本館2階相談コーナー
（社福）松戸市
第1火
六実支所
広聴担当室
13:00 〜17:00 ※最終受付は、各相
電話相談専用ダイヤル
10:00 〜15:00
社会福祉協議会
（一般民事相談専用） 毎週水、第1金10:00
第1木
小金原市民センター
談の終了時間のおお
☎368−0912
9:00 〜12:00
☎366−7319
〜15:00☎368−1333
むね30分前
※一般民事相談は
第4金
市役所相談コーナー
交通事故相談
9:00 〜17:00★
〔予約〕相談日の1カ 金銭・身の上・相
不動産相談（予約制）
13:00 〜17:00 ※
総合福祉会館（2階） ☎308−5028
基幹相談支援
8:30 〜19:00
月前から
（税務：前々 続・離婚等家庭問
※訪問可
センター CoCo
366−1138
税務相談（予約制）
13:00 〜17:00
題の簡単な法的解
日17時まで 不動産・
平日
登記相談（予約制）
13:00 〜16:30 登記：前日17時まで） 釈を要する相談
9:00 〜17:00 ふれあい22（3階） ☎388−6222・6225
ふれあい相談室
電話（☎366−1162）
（予約優先）
※訪問可
383−5552
外国人 英語・中国語
行政書士相談
9:00 〜12:00 ※法律相談について
相談 タガログ語・スペイン語
事務局予約専用
は、裁判中や調停中の
基幹相談支援センター CoCo内
（初見）
障がい者虐待防止
行政相談
13:00 〜16:00 事件は相談できません ☎316−1950
平日
8:30 〜19:00
（総合福祉会館2階）
（平日9時〜17時） 障がい者差別相談センター
☎366−8376
366−1138
行政書士相談（予約制）
13:00 〜16:00
建築士会相談窓口
高齢者・障がい者
毎週火・金
（祝日 9:00 〜17:00
NPO成年後見センター
建築士相談
第2水
（予約優先） 9:00 〜12:00
市役所本館2階
☎362−8401
成年後見制度相談
の場合は前日）
（要予約）
しぐなるあいず☎702−7868
相談コーナー
住宅リフォーム相談
第3水
10:00 〜16:00
住宅政策課
毎週月・木
勤労会館
商工振興課
労働相談
17:00 〜20:00
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 ☎366−7366
（第3木を除く）
（第3木曜日休館） ☎711−6377
第1木
小金原市民センター
松戸商工会議所
経営相談（起業を含む）
松戸商工会議所
平日
9:00 〜17:00
行政経営課
人権相談
第1金
新松戸市民センター
☎364−3111
（予約制）
会館
☎366−7311
※人権相談は法務局松戸
10:00 〜15:00★
第1火
六実支所
法務局人権ダイヤル
毎週火〜土
まつど地域若者サ
支局でも行っています
松戸商工会議所
☎0570−
（祝日休み・
9:30 〜17:00
ポートステーション
若者の就労相談
第4水
東部支所
（平日 8:30〜17:15）
別館
003−110
予約制）
☎703−8301
第1・3金
行政経営課相談コーナー
（社福）松戸市社会福祉協議会
家庭児童相談
平日
9:00 〜17:00
子ども家庭相談課☎366−3941
65歳以上
（市役所本館1階）☎365−4712
無料職業
平日
9:00 〜17:00★
婦人相談
平日
9:00 〜17:00
子ども家庭相談課☎366−3955
紹介所
（社福）松戸市社会福祉協議会
65歳未満
ひとり親（就労等）相談
平日
9:00 〜17:00★
子育て支援課☎366−7347
（市役所本館3階）☎366−0077
CMS子育て支援センター☎394−5590
松戸市自立相談支援センター
平日
9:00 〜17:00
生活困窮者相談
チェリッシュ・サポート・システム
（市役所本館3階）☎366−0077
☎308−5880
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
子すずめ子育て支援センター
青少年相談（電話）
8:30 〜16:30
☎387−0124
子どもわかもの課
平日
☎363−7867（相談専用）
あおば子育て支援センター☎387−5456
青少年相談
（来所予約制）
8:30
〜17:00
子育て相談
平日
8:30 〜17:00
ドリーム子育て支援センター
いじめ電話相談
平日
8:30 〜19:00
☎703−0602（本人・保護者対象）
☎070−3935−1230
ゆうまつどこころの相談 第2〜4月・木 10:00 〜16:00
はなみずき子育て支援センター
（女性対象、予約制） 第1月・木
☎710−8070
男女共同参画課（相談室直通）
14:00 〜20:00
☎363−0505
グレース子育て支援センター
ゆうまつどこころの相談
第1・3金
17:00 〜20:00
☎382−6182
（男性対象、電話のみ）
松戸市消防救急相談
毎日
24時間
消防局☎363−1119
まつど女性就労・
毎週火・木
男女共同参画課
10:00 〜15:00 ゆうまつど（ 2 階 ）
両立支援相談
（月末を除く）
☎364−8778
消費生活相談
平日
8:30 〜16:00
消費生活センター☎365−6565
法律相談（随時予約）
※8/14 ㈪・15 ㈫を除く

②8/8㈫・22㈫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
●グラウンド・ゴルフ教室
8/13㈰9:00〜12:00 会場東 漸
寺本堂裏広場（駐車場使用不可）
堀☎344−1735
とう ぜん

じ

今月の催し物

内容（★は有料）

開演
時間

☎384−5050

問い合わせ先

東儀秀樹×古澤巖×coba全国
KMミュージック
6 日 ツアー2017 TFC55 LEVELⅣ 17:30
☎045−201−9999
★
よこすかウインドアンサンブル
同団体・渋谷
20 日
14:00
コンサート
☎090−6037−3673
県民芸術劇場公演「豊かな管
楽器の響き」
森のホール21 チケット
（指揮）大井剛史、（トランペッ
26 土
14:00
センター☎384−3331
ト）
アンドレ・アンリ、
（ファゴッ
ト）柿 沼 麻 美 、千葉 交 響 楽 団
★
27 日

松戸シティフィル ファミリー
宮城
14:00
コンサート ★
☎070−4134−1175

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、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。

戸定邸で貝合わせ
戸定歴史館☎362−2050
2枚にわかれたハマグリを合わせ遊ぶ「貝合わせ」
。
貝には美しい絵が描かれ、大名家の婚礼調度にも使わ
れました。1回30分程度の雅 な遊びを体験してみませ
んか。
日時8月5日㈯10時〜14時（受付終了後、順次ご案内）
会場戸定邸表座敷棟
費用無料
当日会場で

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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マークは市民活動助成事業です）
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 （ …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
●健康体操教室（ストレッチ、リズム体
操等）
8/2㈬・9㈬・23㈬各9時20分〜10時
50分 小金原体育館 50歳以上の女性
1回500円 電話で健康体操さざんか・
谷口☎344−3370へ
●伝統芸かっぽれ踊り〔全4回〕
8/2㈬・23㈬・30㈬、9/6㈬各18時〜
19時 小金原市民センター 浴衣等踊
れる衣装 4,000円 かっぽれ愛好会・
山田☎367−3096（夜間のみ）
●健康体操教室（ストレッチ、リズムダ
ンス等）
8月の㈮14時〜15時30分 青少年会
館 60歳以上の女性 各先着10人 1
回500円 電話でさわやか体操クラブ・
鈴木☎090−2259−9442へ
◆こころの家族・当事者・ピア相談
第1・3㈯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
◆高さ30m〜40m飛ぶスカイ竹とんぼを
作ろう
8/5㈯13時〜15時 まつど市民活動
サポートセンター 先着20人 500円
電話でスーパー紙とんぼの会・鎌形☎
364−5084へ
◆阿波踊り体験会
①8/5㈯13時30分 〜16時 ②8/20㈰
18時30分〜20時30分 ①八ケ崎小学
校②第三中学校 電話で惣ノ風連・田代
☎090−1043−0226へ
●影響力のある話し方セミナー〔全8回〕
8/7・28 、9/11・25 、10/16・30 、
11/13・27の ㈪13時30分 〜15時30分
勤労会館 筆記用具 10,000円（別
途テキスト代） HR松戸話し方研究会・
中島☎090−2147−7612
●やさしい囲碁（入門・初級）
〔全4回〕
8月の㈪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）
や ぐち

ふく ら

そう

の

かぜ れん

2,000円 電話で同支部入門サーク
ル・岩島☎388−3022へ
●小金原歌唱サークル見学会〔全3回〕
8/8㈫・22㈫・29㈫各13時〜16時
小金原体育館 電話で同サークル・宮崎
☎090−2168−5107へ
●ギター入門体験（楽器貸し出しあり）
8/9㈬・16㈬・23㈬各①13時〜15時
②16時〜18時 ①馬橋市民センター②
矢切公民館 電話でウエーブ・吉田☎
090−4395−5664へ
◆パソコンお困り解決相談会
① 第2〜4㈮13時30分 〜15時30分 ②
第3㈭10時〜14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 各先着①5人②9人 各500円 電話
でぱそこん119☎090−4428−8931へ
◆ひきこもりの子を持つ家族の交流会
8/12㈯13時30分〜16時30分 五香
市民センター 200円 ひきこもりの親
の会「よっといで ! 」
・服部☎080−1020
−9611
◆お祭囃子・獅子舞・神楽・篠笛見学会
①8/12㈯18時〜20時②8/21㈪・28
㈪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
◆「被爆ピアノ」コンサート（ピアノ演奏
可）& 映画「ひろしま」
8/13㈰11時〜、14時40分〜、18時20分
〜 市民会館 各1,000円 電話で同実
行委員会・石澤☎362−3738へ
◆成年後見相談室
8/17㈭、9/21㈭ 各10時 〜15時
NPO成年後見センターしぐなるあいず
（松戸駅下車） 障がい者・高齢者と支
援者 各先着4人 電話で同センター・
鈴木☎702−7868へ
●一輪車演技発表会
8/19㈯13時から 市民会館 松戸一
輪車クラブMIC mic-unicycle@grupo.
ne.jp
く る み

ばや し

か ぐ ら

ミ ッ ク

◆藍染でマイ・ハンカチを作ろう
8/20㈰10時 〜12時、13時 〜15時
21世紀の森と広場内森の工芸館 各先
着10人 1,000円 FAXに住所・氏名・
電話番号・参加人数・希望時間を記入し
て千葉県森林インストラクター会・井形
043−486−5768へ
●よこすかウインドアンサンブルフレン
チ・コンサート
8/20㈰14時〜16時 森のホール21
同団体・渋谷☎090−6037−3673
◆障害年金無料個別相談会
第4㈬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
◆税理士税務無料相談会（予約制）
8/24㈭、9/14㈭・28㈭ 各10時 〜15
時 松戸商工会館3階（松戸駅下車）
電話で千葉県税理士会松戸支部☎366−
2174へ
●フリーコンサートin松戸2017
8/26㈯13時〜16時30分 ゆうまつど
松戸ギタークラブ・永松☎342−3825
◆けん玉教室（指導と段級認定）
8/26㈯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
◆股関節柔軟体操体験会
8/30㈬10時〜11時 市民会館 先
着10人 500円 電話で股関節柔軟体
操会・長谷部☎090−6535−2133へ
●体育祭市民ボウリング大会
9/3㈰10時受け付け開始 ときわ平ボ
ウリングセンター（新京成常盤平駅下車）
市内在住の小学生以上および松戸市ボ
ウリング協会会員 先着84人 2,500円
（高校生以下2,000円） 8/18㈮までに
費用を添えて市内各ボウリング場へ 同
協会・上田☎090−3207−4623
◆五香六実地区野 馬 除 土 手 ウオーキン
グ・講演会・梨狩り
9/3㈰10時新京成元山駅改札集合、15
い がた

の

ま

よけ

ど

て

時解散〔小雨決行〕 先着30人 弁当
300円 8/15㈫〔必着〕までに往復はが
きに住所・氏名・電話番号を記入して
〒270−2203松戸市六高台3の117の1
香実会・岩本〔☎080−1019−1988（夜
間のみ）
〕へ
◆子育て相談をよりよく聴くための講座
〔全12回〕
①9/3か ら 第1・3㈰14時 〜16時 ②
9/15か ら 第1・3㈮10時 〜12時 向 新
橋 青年館（東松戸駅下車） 各先着20
人 10,000円 電話でNPO子育てひろ
ばほわほわ☎080−6641−0239へ
●松戸市家庭婦人テニス協会クラス別ダ
ブルス大会（SA・A・B・Cクラス）
9/8㈮・13㈬（予備日10/4㈬）各9時
から 栗ケ沢公園庭球場 市内在住・
在勤・在クラブの人および同協会加盟
ク ラ ブ 員 1人1,500円（ ク ラ ブ 員1人
1,000円） 8/18㈮〔必着〕までに往復
はがきに希望クラス・住所・氏名・電話
番号・クラブ員は所属クラブを記入して、
〒270−2252松戸市千駄堀819の9
改田紀子（☎090−4360−4900）へ
●初心者テニス教室（硬式）
①9月〜11月㈪、10月〜12月②㈫③④
㈯ ①②④栗ヶ沢③中央各公園庭球場
市内在住・在勤の人(②はシニア) ①
各10,000円
③ ④ 各60人 ②30人
8/15㈫までに松戸市テニス協会ホーム
ページから
●松戸市空手道大会
10/9㈷9時 か ら 和名ケ谷スポーツ
センター 市内在住の人 2,000円 松
戸市空手道連盟公式ホームページから
●新松戸総合手工芸文化展参加者募集
10/28㈯10時〜17時、10/29㈰10時
〜16時 新松戸市民センター 手工芸
作品の展示、茶道・華道等の実演他
6,000円 8/31㈭までに電話でゆうかり
手工芸文化の会・久保☎342−3862へ
こう み かい

むかい にい

ばし

かい でん

あずま

※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。

常盤平トキワクラブ（ストレッチ、リ
ズム運動）
第1〜4㈬9時30分〜11時 常 盤 平
体育館 60歳 以 上の人 月1,500円
1,000円 南沢☎385−4001
サークルあすなろ（健康体操）
㈬19時 〜20時30分 中 部 小 学 校
60歳 以 上 の 女 性 月2,500円
1,000円 新山☎090−7826−5494
古武術サークル 忍 （護身術、忍術）
㈫19時〜21時 青少年会館 小学
生 以 上 月3,000円 淺 野 ☎080−
3009−8023
新松戸気功太極拳サークル
㈯10時〜11時45分 新松戸市民セ
ンター 他 先 着10人 月3,000円
1,000円 箕浦☎090−4362−5848
新松戸南剣幸会（剣道）
㈬ ㈭17時 〜20時、 ㈯ ㈰8時 〜9時
20分 同会道場（新松戸南） 5歳〜
中学生 先着40人 1家族月2,000円
福島☎090−4225−5195
花の会（太極拳）
㈪10時〜12時 運動公園多目的室
他 月2,500円 和 久 ☎080−5497
−9825
はづき会〔民謡（三味線・唄）〕
㈯13時〜16時 六実高柳老人福祉
センター 西村☎386−6426
なでしこダンスサークル（社交ダンス）
月3回 ㈮13時 〜15時 勤労 会 館
月3,000円 1,000円 松沢☎363−
6381
あら やま

にん

けん こう かい

わ

く

セレナーデダンスサークル（スタンダ
ード・ラテンダンス）
㈭19時〜21時 常盤平体育館 経
験 者 月4,000円 1,000円 和 田
☎080−1277−4109
カトレアソシアルダンス研究会（社交
ダンス）
㈬19時〜21時 新松戸市民センター
男女ペア 月3,500円 1,000円
池田☎090−4524−9300
松戸英会話同好会（初級・中級レベル）
㈫19時〜21時 市民会館 月3,000
円 1,000円 大 貫 ☎090−2729−
0882
矢切筝曲サークル（琴・爪の貸出あり）
㈭13時〜17時 矢切公民館 初心
者 月4,000円 4,000円 大 熊 ☎
361−1524
ストレッチ・ヨガB
㈭13時30分〜15時 運動公園柔道
場 月2,000円 1,000円 小 川 ☎
364−9874
ストレッチ・ヨーガ
㈬9時30分〜11時 運 動 公園小体
育室 月2,000円 1,000円 伊東☎
070−5541−9369
NPO風の子サークル（仲間と子育て）
㈫ ㈭ ㈮9時45分 〜13時
馬橋
相 川 公 園 月3,300円 〜
岡部
http://kazenoko-circle.com
歌謡スタジオナツメロ継 唱 会
第1・3・5㈫13時〜17時 歌謡スタジ
オ 歌 練（馬 橋 駅下 車 ） 1回1,200円
そう

申請期限は7月31日㈪です。提出はお早めに！

けい しょう かい

および 年1,000円 東 ☎362−5345
（午前のみ）
金曜会（社交ダンス中級）
㈮19時〜21時 馬橋市民センター
月3,000円 1,000円 野口☎364
−3050
朗読和み
第1・3㈫ ㈬13時30分〜15時 市民
会館 月2,500円 1,000円 長沼☎
387−6630
点字・拡大カレンダー作りの会はなみ
ずき
第1㈭10時 〜15時 馬 橋 東 市民セ
ンター 藤森☎362−9067
全日本写真連盟松戸支部
第4㈯17時〜19時30分 馬橋市民
センター 月1,500円 500円 木村
☎090−5796−3226
なご

よう じょう こう

養 生 功気功同好会
㈬9時30分〜10時45分 21世紀の
森と広場内つどいの広場 1回500円
大熊☎090−6015−9559
Mi社交ダンスサークル
㈮14時〜16時 小金原市民センタ
ー 月4,000円 谷 本 ☎090−5503
−8083（13時〜17時のみ）
山吹会ペン習字サークル
第2・4㈫14時〜16時 八ケ崎市民セ
ンター 月2,000円 1,000円 西田
☎347−3606
カ・マカナ・ケ・アロハフラサークル
月2回 ㈬14時〜15時30分 常盤 平
市民センター 月2,000円 中 村 ☎
090−9958−9387

臨時福祉給付金コールセンター☎366−7320

たに もと

松戸ヨーガサークル
㈪13時〜15時 松戸市民活動サポ
ートセンター 月2,000円 1,000円
伊東☎367−3362
イングリッシュワールド（英会話）
㈭10時 〜12時 青 少 年 会 館 年
3,000円 2,000円 石 川 ☎080−
5070−0587
松戸市ターゲット・バードゴルフ協会
㈫ 〜 ㈰9時 〜11時30分 六高台ス
ポーツ広場他 月500円 3,000円
伊藤☎090−4739−3829
三線の会松戸（沖縄三味線と歌）
月2回 ㈮13時 〜15時 二十 世 紀が
丘市民センター 月2,500円 友常☎
090−5497−0436
大人のぬり絵・水彩画サークル
㈪13時〜15時 新松戸市民センタ
ー 1回1,250円 佐藤☎345−8112
ダンスサークルパープル会（社交ダンス）
㈬17時〜19時 ゆうまつど 初心
者 1回500円 浮ケ谷☎090−4911
−1186
峻 耀会（民謡）
㈬18時〜20時 馬橋市民センター
月4,000円 2,000円 野口☎364
−3050
新松戸 雅 ノ會（よさこい鳴子踊り）
①㈰18時〜20時②㈬19時〜21時
①新松戸南②新松戸西各小学校 月
2,000円 三島☎090−5209−1230
サークルチャオ（歌声カフェ）
第2・4㈮13時〜15時 スミレ薬局2
階（新京成八柱駅下車） 1回1,000円
川口☎090−8022−2004
さん しん

とも つね

うき が

や

しゅん よう かい

みやび の かい
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市の公式ホームページ

人口と世帯（平成29年7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。

2017.8.1

（平成29年）

人口 487,926人

〔

〕内は前月比

〔

+150 〕

男

242,699人〔

+39 〕

世帯 222,134世帯 〔

+161 〕

女

245,227人〔

+111 〕

※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

松戸市
出身

076

モバイル版

リオパラリンピック女子車いす陸上日本代表

中山和美さん講演会

問政策推進課東京オリンピック・パラリンピック推進担当室☎366－7072

市内の交通関係事業について
今回は、市内の交通関係の事業についてお話させて
いただきます。
1日約20万人の乗降客があるJR松戸駅で、市民の皆
さ ん からも 要 望 が 多 かった 駅 構 内 の バリアフリー 化
（ホームにエレベーターの新設、エスカレーターの増設、
改札内に多機能トイレの設置）工事がようやく開始され
ます。 また8月1日からは新 京 成 線 八 柱 駅 北 口 のエレ
ベーターが利用できるようになり、市内鉄道駅のバリア
フリー化が一層進みます。
2年前に開通した、上野東京ライン。 松戸から乗り換
えなしで東京・品川に行けることから大変好評を得てい
ますが、今年の秋のダイヤ改正で、品川に直行する電
車が増えることになりました。 上野東京ラインは、常磐
線、宇都宮線、高崎線が乗り入れしていますが、今回
のダイヤ改正で増便になるのは常磐線だけだそうです。
さらに、JR北松戸駅・新松戸駅・北小金駅・東松戸駅
で、視覚障がい者の方などのホームからの転落事故を防
止するため、ホーム側に線状の突起を付けた「内方線付
き点状ブロック」が今年度中に整備される予定です。
また、バス利用者に対する事業として、松戸新京成
バス㈱が、松戸駅東口や新松戸駅など市内12カ所のバ
ス停に「広告付きベンチ」を設置しました。バスを待つ
利用者の環境を少しでも改善させ、安全・安心で、快
適に利用できるよう実現したものです。 ベンチの設置
費用や維持管理費は広告料収入を原資としています。
さらに、年末には、JR北松戸駅・馬橋駅・新病院「松
戸市立総合医療センター」などを繋ぐ、コミュニティバ
スの試験運行を予定しています。 沿線の70歳以上の高
齢者の運賃を試験的に5割引として運行します。 好評で
あれば、他の地区にも広げていきたいと思います。
松戸市の交通インフラも着実に充実してきています
が、今後も障がい者や高齢者を含む市民の誰もが安全
で安心して利用できるよう、引き続き鉄道・バス・タク
シー事業者などの関係機関と連携して積極的に取り組
んでいきたいと思っています。
ほん ごう や
けん じ
松戸市長

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）。

リオデジャネイロパラリンピックで女子車いす陸上400m・
800m・1500mに出場した中山和美選手の講演会を開催します。
当日はレースで使う競技用の車椅子に触れることもできます。
また、内閣府による東京オリンピック・パラリンピックへ向け
た文化プログラムの説明会も開催します。ぜひお越しください。

   JR 松戸駅の
バリアフリー工事
が 始まりました
7月から

中山和美さん

日時8月16日㈬14時～
16時（13時30分開場）
会場市民劇場 定員先
着300人 費用無料
当日会場で

バリアフリー工事のイメージ図

問街づくり課☎366－7376
利用者の皆様にはご迷惑を
おかけしますが、ご理解・ご
協力をお願いします。 ※詳
しくはJR東日本または市ホー
ムページをご覧ください。

工事
内容

か

市ホームページ

：エレベーターの新設
：エスカレーターの移設および増設
：多機能トイレの新設

な ん

河南環境美化の会 が環境大臣表彰を受賞
問同会・髙橋☎391－6844、河川清流課☎366－7359
平成29年度環境大臣表彰で、市内のボランティア団体「河南
環境美化の会」が地域環境保全功労者として表彰されました。
設立から20年以上経っている同会には200人を超える会員が
所属し、国分川の環境整備をはじめ、公園や学校の花壇、河原
塚古墳の整備を行うなど、地域の環境保全に貢献しています。
同会では皆さんの参加をお待ちしています。学生も大歓迎です。一緒に松戸を美しく温
かいまちにしましょう。
た

伊勢丹松戸店 室内あそび場

そう
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平成28年2月生
生まれてから今日までたく
さんの幸せをありがとう！
みんなの宝物だよ。

こ

伊勢丹松戸店6階にある室内あそび場「キドキド」に
無料ご招待します。 有効期間8月1日〜9月30日（ 8月5
日㈯・22日㈫・29日㈫は除く） ご招待内容本紙（広報
まつど平成29年8月1日号）を持参すると、市内在住の子
ども（6カ月〜未就学児）と大人各1人が最初の30分無料
（ 1回限り） 営業時間10時～19時（18時30分最終受け
付け、伊勢丹松戸店
作業日を除く)
※市では、聖徳大学
および聖徳大学短期
大学部、㈱三越伊勢
丹・伊勢丹松戸店と
の連携協定に基づ
き、子育て支援をは
じめとした相互協力
をしています。

ま

ちゃん

問ボーネルンド伊勢丹松戸店☎710－6260、
子ども政策課☎704－4007

だ

き

無料ご招待

はま

キ

濱多眞子 ち
ゃん

ド キド

創希

本紙
持参で

平成28年3月生
お母さんが仕事復帰のため、保育園
生になりました。入園式で泣いてい
たのに今では楽しく通っています。

あさひ

旭ちゃん

平成28年9月生
初節句に得意の飛行機ポー
ズ！家族みんな、ひいばあ
ちゃんもメロメロです。

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

松戸花火大会イン2017

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。

8月5日㈯19時15分〜20時20分

有料観覧席
チケット
大好評発売中！

〔荒天の場合は8月6日㈰に順延〕
会場江戸川河川敷（上葛飾橋から葛飾橋まで）
当日の開催案内☎0180−99−1480
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

松戸花火大会
公式ホームページ

