
災害現場での教訓

　9月1日は「防災の日」です。台風・地震などの災害に対する認識を深め、それら
の災害に対処する心構えを準備するために昭和35（1960）年に制定されました。
　日頃の備えを見直し、身の回りの危険な箇所や避難所・避難場所を確認し、災害
にしっかり備えましょう。
問危機管理課☎366－7309

1まず身を守る
　机の下等に避難し落下物などから頭を守る。

2揺れが収まってから火の始末
3あわてて外に飛び出さない
　落下物の危険があるので、むやみに外に飛び出さない。

4火が出たらまず消火
　天井に燃え移る前ならば初期消火が可能。
   「火事だ!」と大声で隣近所に協力を求める。

5正しい情報をつかみ落ち着いて行動
　誤報に注意する。

　まずは身の安全を確保するため、原則として安全な場所に留まり、
むやみに移動を開始しないことが大切です。
◦各種情報収集
　松戸市安全安心メール・ちば防災メール・災害用伝言板等の情報
収集手段を確認しておきましょう。
◦やむを得ず帰宅するとき
　歩きやすい服装・携行品で安全を最優先するとともに、こまめな
休憩を取りつつ、帰宅途中も情報収集をしましょう。

◦安全な帰宅ルート等を確認
　ホームページ等で、帰宅支援対象道路・災害時帰宅支援ステーショ
ン・帰宅ルート上の市区町村の防災マップ等を見ておきましょう。
◦携行品の準備
　必要最低限の携行品（水や簡単な食料等）を準備しておきましょう。

　昨年10月の鳥取県中部地震で震度6弱を観測した倉吉市に派遣さ
れた市職員が感じた、災害時の注意事項等をお伝えします。

　被災地の倉吉市役所周辺では、飲料水や屋根の補修に必要なブ
ルーシートなどを求める車で大変混雑している状態でした。
　電気や水といったライフラインは震度６弱から止まることがあり
ます。日頃から非常用の水や食料など必要な物品を準備しておくこ
とが大切です。
　また、避難や物資の
受領の際は、なるべく
車を使わないようにし
ましょう。
　このほか、築年数の
古い住宅ほど大きく損
壊していました。命を
守るためにも耐震診断・
耐震補強などを積極的
に活用しましょう。

松戸市安全安心メールに
登録しましょう

防災行政無線の内容を無料で確認できます

安全安心メール
の登録 ☎0800－800－9366（無料）

　不審者や犯罪などの情報に加え、災害時
には避難準備情報・避難勧告・避難指示・
避難所開設情報等の緊急情報を配信します。

　放送がよく聞こえなかったときや、もう一度確認したいときは、下記
の電話番号にご連絡ください。

派遣された市職員

いざというときにあなたを守る 地 震 に 対 す る 心 構 え 10 カ 条
6ブロック塀やがけ地等の危険な場所に近寄らない
7扉を開けて出入り口を確保
　建物がゆがんで扉が開かなくなることがあるので、扉を開けて出入り口を
確保する。

8エレベーターは使用しない
　中に閉じ込められる危険性があるので、使用しない。乗っていたら、ただ
ちに各階のボタンをすべて押し、停止した階で降りる。

9隣近所と協力して消火や救護をする
  避難は徒歩で、持ち物は最小限に
　緊急車両の妨害になり、災害救助活動の遅延につながるため車で避難しな
い。非常持出品はリュックに入れて、両手を使えるようする。

帰宅困難者となって
しまったら

事前に準備しておきましょう

大規模災害に
備えましょう

鳥取県中部地震で震度6弱
を観測した倉吉市の写真
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●9月9日は救急の日
●七草マラソン大会に参加しませんか
●まつど未来ワークショップ
●秋の講座
●東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー



NET119
緊急通報システム
の説明・登録会

　NET119は、携帯端末の簡単な画面操作で119番通報できるサービスです。利用を希望する場合は、事
前に登録が必要です。また、現在Web119に登録している人で、引き続きサービスの利用を希望する場
合は改めて登録をお願いします。
日程9月①23日㈷②24日㈰③30日㈯④10月1日㈰　受付時間午前=9時～9時30分、午後=13時30分～
14時　会場①②ゆうまつど③④市消防局　対象市内在住・在勤・在学の聴覚や言語に障がいのある人お
よびWeb119に登録していて引き続きサービスの利用を希望する人
氏名・住所・希望日時・必要な通訳（手話または要約筆記）を記入して、FAXで消防局警防課 363

－1140または障害福祉課 362－8283へ

聴覚や言語に障がいのある方へ

PA
連携

問消防局警防課☎363－1115

　家族や自分が急に病気やけがをしたとき、どうしたらよいか困った経験はありません
か。救急車の適正利用や消防局の取り組みなどを紹介します。
問消防局救急課☎363－1145

住宅防火・防災キャンペーン
日時9月1日㈮10時～11時30分　会場市役所1階連絡
通路　内容住宅用防災器機展示、住宅用火災警報器ク
イズ（先着順で全問正解者等にプレゼントあり） 、「高
齢者宅への住宅用火災警報器取付支援」の受け付け
問松戸市防火協会事務局（消防局予防課内）☎363－1114

　住宅火災を予防し、万が一火災が発生した場合の被害を小さく抑えるため
に、防災機器や火災の拡大を遅らせる防炎品の使用が効果的です。
●火災を早く知る=住宅用火災警報器
●火災を早く消す=住宅用消火器、エアゾール式簡易消火具
●火災を拡大させない=防炎物品（カーテン等）、防炎製品（布団、衣類等）
●火災を出さない=安全装置付きガスこんろ、安全装置付き暖房機器

　市内には、10カ所の消防署に11台の
救急車が配置され、一刻を争うような
大けがや急病での救急要請に対し、救
急隊員が日夜救急活動をしています。
　平成28年の市消防局の救急出動件
数は24,663件で、1日平均67.4件、約
21分に1件の割合で救急車が出動しま
した。
　搬送人員を傷病程度別に見ると、比
較的症状が軽く、入院の必要がないと
思われる「軽症」と診断された傷病者
が全体の42.5%を占めていました。

　救急要請場所から最も近い出動可能な救急車が出動するため、救急出動
が増えると、遠方から来ることになります。救急車はみんなで共有する医
療資源です。緊急性のあるときに利用しましょう。
本当に救急車を呼ぶ必要があるか考えてみましょう
□足がつった　□紙で指先を切った　□日焼けで肩が痛い 
□入院予定日で病院へ行きたい　□病院までの交通手段がない

　状況により、救急現場にAEDなどの応急処置用資器材を載せた消防隊が出
動し、連携して救急・救護活動等を行う「PA連携」を実施しています。「救
急車を呼んだのに消防車が来た!」と驚かれるかもしれませんが、消防車に
は救急隊員と同じ資格を持つ隊員が乗っています。救急車が到着するまで
の間、消防隊員が応急処置をしますのでご安心ください。

　平成28年10月から、24時間営業しているコンビニエンスス
トアやガソリンスタンドにAEDを設置しています。
　市消防局では、AEDを設置した事業所等のうち、賛同をい
ただいた事業所等を「救急救命ステーション」と位置付け、「松
戸市救急救命ネットワーク」体制を整えています。 

　休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処したらよいか、病院の診療を受
けた方がいいのか等の判断に迷ったときに、電話による小児科医師・看護師
への相談ができます。
相談時間19時～翌日6時　電話番号プッシュ回線の固定電話および携帯電話
からかける場合は局番なしの♯8000。その他の場合は☎043－242－9939

普通救命講習会  正しい応急手当てを身につけましょう。
今後の開催予定（個人対象）
9月5日㈫、10月19日㈭、11月12日㈰、12月18日㈪、平成30年2
月7日㈬、3月9日㈮　※時間・会場等の詳細は、市消防局ホーム
ページをご覧ください。

救急フェアin まつど
　脳卒中は日本人の死因の第4位で後遺症に悩む人も多く、寝たきりの最大
の原因となっています。一刻も早い治療が後遺症を減らします。
日時9月9日㈯14時～16時30分　会場流通経済大学新松戸
キャンパス講堂（JR新松戸駅下車）　内容講演①脳卒中と類似
疾患について②松戸脳卒中ネットワーク（MSN）について　講
師①市立病院病院長・烏谷博英②千葉西総合病院医師・熊井潤
一郎氏
問消防局救急課☎363－1145

その勇気勇気が、生命生命をつなぐ

9月1日～21日9月1日～21日はは住宅防火・防災キャンペキャンペーーンン
備えよう住宅用防災機器 敬老の日のお祝いに、安心をプレゼントしませんか

市消防局
ホームページ

AEDマップ

9月9日は救急の日

問消防局予防課
　☎363－1114

救急搬送のうち、4割以上が軽症者

救急車は適正に利用しましょう

救急現場に消防隊も出動します

コンビニエンスストア等に
AEDが設置されました

救急について学びましょう

小児救急でんわ相談（♯8000）
をご利用ください

　9月に入りましたが、まだ暑い日もあります。頭痛や吐き気など体調
に異変を感じたら、ためらわずに119番をしてください。熱中症に注意しましょう

救急出動件数の推移 救急車による傷病程度別
搬送人員構成（平成28年）
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 脳卒中が
疑われたら
119番!!

要申込

2 図書館馬橋東分館は市民センターの全面改修工事に伴い、9月1日㈮から平成30年3月31日㈯の間、臨時休館します。

●広報まつど　2017年（平成 29年）9月1日



平成30年度に使用する下記の封筒の裏面に掲載する広告を募集します。

寸法約180mm×約60mm　色単色刷り　募集枠数上記税目別封筒ごと
に1枠、計3枠　※詳細は市ホームページでご確認ください。
10月16日㈪〔必着〕までに、所定の申込用紙に原

稿案を添付して、直接または郵送で〒271－8588
松戸市役所　税制課（☎366－7321）へ　
※申込用紙、広告掲載審査基準等は税制課で配布す
る他、市ホームページからダウンロードできます。

税目 予定通数 発送月 広告掲載料（消費税を含む）
固定資産税 157,000通 平成30年 4月 157,000円以上
市・県民税   90,000通 平成30年 6月 90,000円以上
軽自動車税   54,000通 平成 30年 5月   54,000円以上

（封筒イメージ）裏面

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

　下水道が使える区域では、水洗便所・風呂・台所等から出る汚水は下水
道へ流し、くみ取り便所は3年以内に下水道に接続された水洗便所に改造
するように下水道法で義務付けられています。改造が済んでいない家庭
は、工事をお願いします。下水道への接続工事は、必ず松戸市下水道指定
工事店に依頼してください。

市内の下水道普及率は84.90%
　平成29年4月末日現在の下水道普及率は84.90%で、水洗化率（下水道
が使える区域で実際に接続している人の割合）は95.16%です。

改造資金の融資あっせん・利子補給制度
　浄化槽やくみ取り便所を利用している人が下水道への接続工事を行う
ときに、改造資金の融資を金融機関にあっせんし、融資に伴う利子の一部
を市が負担し、実質的に年1.2%の利子で融資を受けることができます。
対象①自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難②建築物の
所有者または所有者の同意を得た占有者③市税・受益者負担金・下水道使
用料を滞納していない④償還能力がある⑤あっせん額が50,000円以上の人

私道に共同排水設備を敷設する場合の補助制度
　私道に排水設備を敷設する場合、費用は個人負担ですが、下記の要件を
満たして申請すると、工事費用の全額を補助します。
　下水道が使える区域になりましたら、私道ごとに説明会を実施します。
詳細は下水道維持課までお問い合わせください。
補助金交付要件①幅員1m以上で隣接する既存家屋が2戸以上ある私道②
敷設工事完了と同時に2戸以上の既存家屋が下水道への接続（水洗便所へ
の改造）工事を行う③下水道事業受益者負担金の滞納がない

下水道は適切に利用してください
　市の下水道は一部の地域を除いて分流式（汚水と雨水を分けて処理する
方式）です。雨水が汚水管に入ると、管がいっぱいになってあふれたり、下
水処理場で処理しきれなくなったりします。雨水を汚水管に流さないよう
に、誤接続や雨天時に下水道の蓋

ふ た

を開放することはやめましょう。
　また、食べ残しや油を流すと、下水道管を詰まらせる原因になります。
食べ残しは流しに流さず、生ごみとして処理しましょう。使用済み天ぷら
油や油汚れは新聞紙などに吸わせて燃やせるごみにしましょう。
　事業所は必ずグリストラップを設置して、1週間に1回以上点検・清掃し
てください。

に広告を掲載しませんか
教育委員会用封筒

納税通知書送付用封筒

河川をきれいにするために

下水道の整備にご協力を
問（計画・工事）下水道整備課☎366－7361、（使用料・受益者負担金の
賦課・支払い）同課経営担当室☎366－7394、（管理・下水道への接続・
私道下水道敷設補助金）下水道維持課☎366－7393

※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）。
問ちばレインボーバス㈱☎0476－46－0022

白井聖地公園行き（往路） 五香駅西口行き（復路）

停留所 五香駅
西口発

旧六高台
病院

六実駅
入口 停留所 白井聖地

公園発
運
賃

現金 620円 540円 490円 運
賃

往路区間と
同額ICカード 618円 536円

時
刻

  8時 00　30 05　35 10　40

時
刻

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

運行日9月17日㈰・18日㈷・23日㈷・24日㈰　所要時間片道約40分　
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

募集期間9月1日㈮～10月31日㈫　寸法縦80mm×横90mm　募集枠数
長3封筒2枠、角2封筒6枠（先着順）　広告掲載料長3封筒=1枠22,000円
（22,000枚印刷）、角2封筒=1枠17,000円（17,000枚印刷）　※版代お
よび印刷費用は市が負担。
所定の申込書に原稿案を添付して、直接または郵送で〒271－8588松

戸市教育委員会　教育財務課（☎366－7460）へ　※申込書、広告掲載
基準等は教育財務課で配布する他、市教育委員会ホームページからダウン
ロードできます。

に広告を掲載しませんか

9 月10日は下水道の日9 月10日は下水道の日

広告欄

同大会の出店者を募集
出店内容①飲食物（七草がゆ）②飲食物（その他一般）③地域の特産品④スポーツ
用品⑤その他　出店条件大会趣旨を理解し、それに適した出店内容であること、飲
食物を出店する場合は、食品衛生法に基づく許可等、必要な許認可を得ていること、
社会通念上不適当である団体および個人でないこと　※その他の条件等について
は市ホームページ上の募集要領参照。　募集数13スペース（1スペース3.6m×
2.7m、申込多数の場合は、出店内容を調整した上で抽選）　出店料5,000円（テン
ト・机・椅子の貸し出しあり）
10月31日㈫までに、郵送またはFAXで市ホームページまたはスポーツ課で配布す

る申込書に必要事項を記入して、〒271－8588松戸市教育委員会　松戸市七草マラ
ソン大会実行委員会事務局（スポーツ課内） 366－7475（☎703－0601）へ

　個々の体力に応じたスピードで走り、完走の喜びを味わうことが
できる伝統あるマラソン大会です。今大会から5km・10kmの部に
ネットタイム（スタートラインを通過してからゴールするまでのタ
イム）を導入します。
会場運動公園陸上競技場他　内容ファミリー・小学生2km、中学生
3km・5km、高校生以上5km・10km　費用ファミリー2,500円、中
学生以下800円、高校生1,600円、一般2,800円
市ホームページまたは市内各公共施設で配布するパンフレット

をご覧ください。 ※郵便振替は10月15日㈰、インターネット等は
10月31日㈫締め切り。 ※申込状況により、申込期間中でも募集を
締め切ることがあります。

松戸市七草マラソン大会松戸市七草マラソン大会  に参加しませんかに参加しませんか 要申込

問スポーツ課☎703－0601

平成30年
1月7日㈰
開催

平日16時30分～翌日9時　土曜と休日9時～翌日9時
※当日案内への切り替えを毎朝８時45分～９時の間に実施。 〔当日の医療機関（待機
病院、休日在宅当直医、夜間小児急病センター、休日土曜日夜間歯科診療所等）を案内〕

☎366－0010テレホン
案内サービス

臨時休館中、馬橋東分館の返却ポストは使用できません。　問図書館☎365－5115 3
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アルコール
　大量にお酒を飲むと急性アルコール中毒
やアルコール依存症だけではなく、がんや
肝障害、脳萎縮（認知症）の原因になると
いわれています。週に2日は休肝日を設け
て、適正飲酒を心がけましょう。

たばこ
　たばこの煙には約4,000種類の化学物質
が含まれています。たばこを吸っている人
は、がんだけではなく心疾患・脳卒中などの
循環器の病気、肺炎や慢性閉塞性肺疾患
（COPD）など呼吸器の病気の原因にもなり
ます。
◉禁煙外来等を上手に利用して、卒煙に
チャレンジ！
松戸市禁煙外来マップを利用しましょう。市
ホームページからダウンロードできる他、各
保健福祉センター、各支所内の健康相談室で
配布しています。その他、各保健福祉セン
ターで保健師による禁煙相談も
行っています。 ※まつど健康マ
イレージ対象（禁煙外来=15マ
イル、禁煙相談=5マイル）。

◉適正飲酒とは
1日平均アルコール摂取量は約20gまでとされています。お酒に弱い体質の人や女性、高齢者
は少量の飲酒でも害を受けやすいので要注意です。

A健脚部門（2コースでのウオーキング）
日時10月28日㈯8時受付開始、8時30分開会式、9時
スタート　集合場所江戸川河川敷（松戸駅西口を背
に直進）　内容①スーパー健脚コース（隠しタイム
制）=往復約10km②のんびりコース（名所巡り）=
約4km　持ち物雨具、飲み物　※運動ができる服装
でお越しください。  ※11時30分から市民劇場で表
彰式。11時50分からバリトン歌手・髙井滋

し げ

陽
は る

氏とピ
アノ・髙井典子氏による無料コンサート開催。  
※参加者には参加賞、入賞者には表彰楯と記念品を
進呈します。  ※雨天の場合は市民劇場でのイベン
トを含め全て中止。
B川柳部門
　「孫」をお題に自作の川柳を1人2句まで。応募作
品は冊子にし、コンテスト当日に市民劇場で配布し
ます。優秀作品には表彰楯と記念品を進呈します。

対象60歳以上　費用A200円B無料
9月22日㈮〔必着〕までに、はがきに住所・氏名

（ふりがな）・生年月日・年齢・電話番号とAの希望
のコース、Bの自作の川柳（AかBどちらかでも可）
を記入して、〒271－0072松戸市竹ケ花74の3中
央保健福祉センター内　ご長寿ハッピーコンテスト
事務局（☎366－7484）へ

ビール
500ml

25%の
焼酎
100ml

ワイン
200ml

ウィスキー
60ml

7%の
チューハイ
350ml

日本酒
1合

アルコール20gはこれくらい

松戸市禁煙外来マップ
（PDFがダウンロードできます）

問健康推進課☎366－7489

市立病院整形外科外来が「完全紹介予
約制」になりました
　同科外来での診察を希望する場合は、かかりつ
け医からの紹介状をお持ちの上、同病院地域連携
課（☎363－0489）で診療予約をしてください。
同病院☎363－2171

メンタルヘルスチェックができる「ここ
ろの体温計」をご利用ください
　9月10日から16日は自殺予防週間です。パソ
コンや携帯電話から簡単にこころの健康状態を
チェックでき、相談窓口も知ることができる「こ
ころの体温計」をご利用ください。
中央保健福祉センター☎366－

7489、小金保健福祉センター☎
346－5601、常盤平保健福祉セン
ター☎384－1333
 
がん患者・家族
①集いの場 要申込
9月15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緩和ケア教室
9月26日㈫14時～15時（13時45分開場）　会場
市立病院4号館地下1階会議室　内容がんのリハ
ビリテーション　定員先着15人　費用無料

①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②
当日会場で　※がんのご相談も受け付けています。

健康教室（糖尿病教室）
要申込
9月20日㈬14時～15時（13時45分開場）　会場
市立病院4号館地下1階会議室　内容糖尿病のお
薬について知ろう! ～質問受け付けます～　講師
同病院薬剤師　定員先着20人　費用無料

電話で同病院健康管理室栄養担当☎363－
2171（内線1008）へ

認知症予防教室〔全5回〕
「火を使わない料理教室」
要申込
9月22日㈮・29日㈮、10月6日㈮・20日㈮・27日
㈮各10時30分～12時30分　会場常盤平市民セン
ター　講師katsura c

ク ッ キ ン グ

ooking r
ル ー ム

oom主宰・桂寿
す み

恵
え

氏　持ち物エプロン・タオル・三角巾　費用1,500
円　定員先着10人
電話で常盤平団地高齢者いきいき安心センター

☎382－6535へ

家族が行う身体介護教室（介護者のつ
どい）要申込
9月26日㈫10時～11時30分　会場笑顔のおうち
サロン（栄町西3の1048の1）　対象家族を介護
している人　費用無料
9月4日㈪から、電話で明第2西高齢者いきい

き安心センター☎382－5707へ

松戸市高齢者虐待防止ネットワーク市
民向け講演会「大切なものを守るため弁
護士さんと語り合おう」要申込
9月27日㈬14時～16時　会場小金原市民セン
ター　講師弁護士・藤吉彬

あきら

氏　対象市内在住・在
勤の人　定員先着100人
9月20日㈬までに、小金原高齢者いきいき安

心センター☎383－3111へ

健康塾　知って得する!!
「いきいき老後の過ごし
方」要申込
　高齢者の疑似体験ができます。
日時9月27日㈬14時30分～16時　会場東松戸病
院梨香苑　定員先着60人　費用無料
電話またはFAXで同病院保健福祉医療室☎

391－5500、 391－0288へ

食からはじめる健康セミナー
「ロコモ予防コース」
要申込
①9月29日㈮②10月6日㈮各13時30分～15時　
会場常盤平保健福祉センター　内容講話、①ロコ
トレ②試食　対象市内在住の20歳～64歳　定員
先着30人　持ち物動きやすい服装・靴　費用無料
9月1日㈮9時から、電話で常盤平保健福祉セ

ンター☎384－1333へ

口
こう

腔
くう

がん検診 要申込
10月29日㈰9時30分～12時
30分　会場中央保健福祉センター　対象市内在
住の人　費用無料
9月29日㈮〔必着〕までに、往復はがきに郵便番

号・住所・氏名・年齢・電話番号を記入して、〒271
－0072松戸市竹ケ花45　松戸歯科医師会検診
係〔☎368－3553（月・火・水・金曜10時～
17時）〕へ

松戸市国民健康保険に
加入している40歳～
74歳の人へ　
無料の特定健康診査を受けましょう
①個別健診②集団健診 要申込
受診場所①市内委託医療機関②中央・小金・常
盤平各保健福祉センター、東部スポーツパーク、
六実市民センター別館、総合福祉会館　検査内
容身体計測、診察、問診、血圧測定、尿検査、心
電図検査、血液検査、医師が必要と認めた人は
眼底検査　持ち物松戸市国民健康保険被保険者
証、受診券（黄色・3つ折り）　受診結果①約2週
間後に各医療機関で医師から結果説明②約6週間
後に市から本人宛てに郵送で通知　※詳細は特
定健康診査受診券に同封のお知らせまたは市
ホームページでご確認ください。
  ①各医療機関へ②電話で国民健康
保険課健診班☎366－1121へ
問同課健診班☎366－1121

こころの体温計

生涯元気で寝込
まない!

要申込

ご長寿ハッピーご長寿ハッピー
コンテストコンテスト
参加者募集

◉知っていますかCOPD
たばこ病とも呼ばれ、主に喫煙が原因の慢性
気管支炎と肺気腫のことです。肺機能が徐々
に損なわれ、せき・たん・息切れなどが起こ
り、やがて呼吸困難になります。
◉たばこをやめて現れるうれしい変化
今さら禁煙しても変わらないと思っていませ
んか？たばこはやめた時点から、さまざまな
効果を実感できます。
　たとえば、禁煙した直後から、周囲の人が受
動喫煙を受けるリスクがなくなります。味覚や
嗅覚が改善し、食べ物をおいしく感じるように
なります。健康面では、せき・たんなどの症状
が改善し、風邪やインフルエンザにかかりにく
くなります。また、肺の機能が改善したり、狭
心症や心筋梗塞などの心臓の病気やがんにか
かるリスクが顕著に低下したりします。

4 図書館馬橋東分館は市民センターの全面改修工事に伴い、9月1日㈮から平成30年3月31日㈯の間、臨時休館します。
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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　 …持ち物　
…費用（記載のないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先

掲 示 板
お知らせ

松戸駅市民ギャラリーは同駅のバリアフ
リー工事に伴い、平成30年1月（予定）以
降一時閉鎖します
　平成元年の開設以来、市民の皆さんの
芸術作品の発表の場として利用・観覧い
ただき、ありがとうございました作品展示
12/21㈭まで 生涯学習推進課☎367－
7810

固定資産の実地調査にご協力を
　固定資産の評価、固定資産税（都市計
画税）の課税を適正に行うため、固定資
産税課職員が実地調査に伺います　※調
査をする際には固定資産評価補助員証を
携帯しています 土地 現況および利用状
況に変更があった場合等 家屋新築・増築・
改築等があった場合等　※未登記の家屋
に変更があった場合は、同課までご連絡
ください 同課☎366－7324

松戸都市計画生産緑地地区の変更案の
縦覧
9/11㈪～25㈪8時30分～17時（閉庁

日を除く）縦覧場所みどりと花の課 生産
緑地地区の機能喪失に伴う変更、追加指
定に伴う変更、一部廃止による地区の分
割 同課保全班☎366－7378

市営白井聖地公園の墓地使用者を募集
申込資格以下の全てに該当する人●市内
に平成28年5月9日以前から継続して居
住●自宅・一時収蔵施設に遺骨がある　
※改葬は可、分骨は不可●申込者が申込
遺骨の配偶者、3親等以内の血族・姻族
●申込者が祭

さい

祀
し

の主宰者 9/29㈮〔消
印有効〕までに、健康推進課・市民課・
各支所・行政サービスセンター等で配布
する申込用紙を郵送で〒271－0072松戸
市竹ケ花74の3　健康推進課管理班（☎
366－7485）へ

松戸市居宅移行支援員募集
勤務日時平日週5日、8時30分～17時
勤務場所市役所 無料低額施設へ長期入
所している人の居宅移行支援 資格等 社会
福祉士・普通運転免許・PC操作 給与月
19万～23万円（交通費別途・社会保険
あり） 履歴書、職務経歴書、資格証明
書の写しを郵送で〒260－0026千葉市中
央区千葉港7の1塚本千葉第5ビル3階
千葉県社会福祉士会（☎043－238－
2866）へ

雇用促進奨励金の申請を受け付け
交付期間特定求職者雇用開発助成金の支
給期間が終了した日の属する月の翌月か
ら起算して1年間 要件ハローワークの紹
介で市内在住の高年齢者または障害者を
雇用している市内の事業所、同助成金
の支給決定を受けている事業主 奨励金額
1人につき各月賃金の30%（上限2万円）
申請期間 9/19㈫～29㈮　※申請書類は
商工振興課から対象事業所宛てに送付
同課労政担当☎711－6377

下水道排水設備工事責任技術者の資格
有効期限が平成30年3月31日の人は、
登録更新の手続きが必要です
受付期間 9/15㈮まで 千葉県下水道協会
事務局☎043－245－6112

（社福）松戸市社会福祉協議会職員募集
1次試験（筆記）10/22㈰ 2次試験（面接）11/
19㈰ 募集人員 若干名受付期間9/22㈮ま
で　※詳細は同協議会ホームページで 
同協議会☎368－0928

講座・講演・催し

再生自転車を販売
9/2㈯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先
着約25台 価格 5,000円～12,000円（防
犯登録付き） 同センター☎330－5005

松戸駅西口デッキステージイベント
①9/3㈰17時～18時30分②9/23㈷

11時～16時③9/30㈯11時～15時 ①
惣
そう

ノ
の

風
かぜ

連
れん

・馬橋連・小金宿連による松戸
阿波踊り②北部小学校・第一中学校・第
四中学校③中部小学校・相模台小学校の
児童・生徒による吹奏楽演奏 松戸駅周
辺商業協同組合☎365－0100

（公社）松戸市シルバー人材センターの
臨時入会説明会
9/7㈭10時から 小金市民センター

市内在住の健康な60歳以上 同センター
☎330－5005

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
9/7㈭11時～11時30分 ふれあい22

演奏者日
ひ

向
が

野
の

のりえ氏（歌）、德川眞弓氏
（ピアノ） ふれあい22☎383－0022

看護師再就業支援セミナー
9/7㈭13時～15時 ハローワーク松戸
以下の有資格者で復職・転職を考えて

いる人●正・准看護師●保健師●助産師
ハローワーク松戸☎367－8609（42＃）

馬橋市民センター講座「脳活体操」
9/7㈭、10/5㈭、11/2㈭、12/7㈭、

H30/1/4㈭、2/1㈭、3/1㈭各14時15分
～15時 同市民センター ストレッチ運
動で体を動かすと同時に脳の活性化を目
指す 各先着30人 タオル、飲み物、動
きやすい服装 各200円 電話で同セン
ター☎342－9690へ

住宅リフォーム相談と市民講座
9/9㈯①10時～13時、14時～16時=

住宅リフォーム相談②13時～14時=市民
講座（リフォーム・バリアフリー等のポイン
ト） 明市民センター 松戸住宅リフォー
ム相談員協議会☎365－5252

ふれあい教室「朗読をきくかい」
9/13㈬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

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 9/15㈮10時～10時30分〔雨
天中止〕 美野里公園（二十世紀が丘美
野里町160）、城町公園（東平賀583の
1） 先着100人 市民安全課☎366－
7285

千葉県農業法人等就業相談会
9/17㈰9時30分～16時30分 きぼー

る13階（千葉市）（公社）千葉県園芸協
会☎043－223－3008

まつど市民活動サポートセンターの催し
①まちづくりキーパーソン養成講座～受
講生プレゼンテーション&松戸のキーパー
ソン交流会～ 9/17㈰15時～16時30
分②広報宣伝力UPシリーズ「センス不要！
素敵なチラシの作り方」 9/23㈷14時

～16時 グラフィックデザインオフィス・
佐藤大輔氏 先着15人③やる気のあが
るチームづくり「会議を楽しくする、ワー
クショップの基本を学ぶ」 9/28㈭18時
～20時 同センター長 先着15人④市
民活動助成制度サポート講座～共感を呼
ぶプレゼンのコツ～ 9/24㈰13時30分
～16時30分 同センター長 先着30人

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

シティー・ミニコンサート～誰もが楽しめ
る唯一無二のコンサート～
9/20㈬12時15分～12時45分（11時
30分開場） 市役所市議会議場曲目チャ
ルダッシュ（モンティー）他演奏者 P

パ ッ ソ

a s so 
a
ア

 P
パ ッ ソ

asso〔藏
くら

持
もち

智
とも

明
あ き

（トランペット）、柗
まつ

井
い

拓
たく

野
や

（サキソフォン）〕、AKIマツモト
（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）

花づくり講習会「挿し芽・挿し木で植物を
増やそう！」
9/22㈮13時30分～15時30分 21世

紀の森と広場パークセンター内パークシ
アター 上

かず

総
さ

更
さら

級
しな

公園緑の相談員・白
しら

瀧
たき

嘉
よし

子
こ

氏 先着40人 （公財）松戸みどり
と花の基金☎710－2851へ

なかよし動物フェスティバル2017 
9/24㈰10時～15時 千葉県動物愛護

センター（富里市） 同センター☎0476
－93－5711

地域いきいき講座
9/27㈬9時～12時 勤労会館 普通

救命講習 西口消防署員 明第1地域に
住むボランティア活動に興味がある人
先着30人 筆記用具・飲み物・動きやす
い服 電話で明第1高齢者いきいき安心
センター☎700－5881へ

NPO・市民活動よろず相談室「資金調達
入門～活動資金を集める方法を教えま
す!～」
9/30㈯14時～16時 新松戸市民活

動支援コーナー まつど市民活動サポー
トセンター長 先着15人 電話またはE
メールで同センター☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-sc.comへ

下水道排水設備工事責任技術者共通試験
H30/1/13㈯ 千葉市総合保健医療

センター 10,000円 申込期限10/12㈭
千葉県下水道協会事務局☎043－245

－6112

松戸市福祉大会
9/30㈯13時～16時 市民会館 福

祉功労の表彰状・感謝状贈呈式、記念
イベント（チェロ・ピアノ演奏、神楽、
ギター演奏）　※手話通訳、要約筆記あり
（社福）松戸市社会福祉協議会☎368－
0503、 368－0203

認知症予防教室～いきいき脳トレーニン
グ～〔全4回〕
10月の毎週水曜9時30分～11時30

分 六実市民センター 六実・六高台地
域在住の65歳以上で、介護認定を受け
ていない全回参加できる人 先着40人
※まつど健康マイレージ5マイル対象
9/5㈫9時から、電話で六実六高台高齢
者いきいき安心センター☎383－0100へ

ちば里山カレッジフォローアップ研修
10/14㈯9時～16時 昭和の森&緑

公園緑地事務所（千葉市） 里山のキノ
コに関する観察会および講義 1,500
円 先着30人 9/4㈪から10/4㈬の間
に、電話またはEメールでNPOちば里山
センター☎0438－62－8895、 info@
chiba-satoyama.netへ

後期危険物取扱者試験
11/19㈰10時から 習志野会場
甲 種5,000円、乙 種3,400円、 丙種
2,700円 9/4㈪から10/13㈮の間に
電子申請 http://www.shoubo-shiken.
or.jp/または9/7㈭から10/16㈪〔当日
消印有効〕の間に、消防局と各消防署
で配布している願書を直接または郵送で、
〒260－0843千葉市中央区末広2の14の
1　（一財）消防試験研究センター千葉県
支部（☎043－268－0381）へ　※直接
の場合は土・日曜、祝日を除く　※消防
局および消防署では申し込みできません

危険物取扱者試験受験者①講習会②模
擬試験
①10/18㈬9時30分から②11/8㈬13

時から ①松戸商工会議所②市消防局
①3,600円②500円（①②ともに共通の
テキスト代別途） ①10/13㈮②10/30㈪
（土・日曜、祝日を除く）までに、直接消
防局（☎363－1114）へ　※11/8㈬ま
で消防局予防課で受験者講習会・模擬
試験のテキスト販売中

会 議

教育委員会会議
9/6㈬14時から 京葉ガスF松戸ビル

5階会議室（傍聴は開会30分前から受け
付け） 教育企画課☎366－7455

申9月20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

コース 日程
①パソコン入門 10/  4㈬
②Word基礎〔全2回〕 10/  4㈬・11㈬
③Excel基礎〔全2回〕 10/18㈬・25㈬
④Windows10の操作 10/  5㈭
⑤タブレット（iPad）入門 10/  3㈫
⑥タブレット（iPad）実用 10/17㈫
⑦スマホ入門 10/10㈫
⑧スマホ・アプリ 10/26㈭
⑨デジカメ写真取込・印刷 10/25㈬
⑩LINE 10/19㈭
⑪Facebook 10/18㈬
⑫個人授業 10/24㈫

時間①③⑤⑧各9時～12時②④⑥⑦⑨⑩～⑫各13時～16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　費用
①④～⑫各3,000円②③各6,000円（別途教材費各500円程度）

シルバー人材センター シニアパソコン教室 要申込

臨時休館中、馬橋東分館の返却ポストは使用できません。　問図書館☎365－5115 5
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まつど女性就労・
両立支援相談

相 談 窓 口 隣 の ス
ペースで、お子さ
んの見守りが利用
できます（要予約）

問男女共同参画課☎364－8778
　子育て・介護をしながら、仕事を
探す・続けたい女性のために、ハロー
ワーク松戸と連携して、専任のキャ
リアカウンセラーがあなたにぴった
りの働き方を提案します。
開設日毎週火・木曜10時～15時　会場ゆうまつど

を応援します!
働きたい！ 両立したい！

家庭 子育て 介護

時間10時30分～12時30分（9月29日のみ12時まで）　会場常盤平体育館　対象3歳児（来年度幼稚園等へ行く予定の2歳児も可）と保護者　定員25組（抽
選）　費用無料（別途保育用品代1回200円、アロマテラピーの材料費700円）

9月11日㈪〔必着〕までに、はがきまたは申し込みフォームに保護者の氏名（ふりがな）・年齢・住所・電話番号と子どもの氏名（ふりが
な）・生年月日を記入して、〒271－0092松戸市松戸1307の1松戸ビルヂング4階　生涯学習推進課幼児家庭教育学級係（☎367－7810）へ
※10月13日㈮以降は、子どもと保護者は離れて学習します（子どもは集団保育で遊びます）。
※対象児以外の子を連れてくる場合は、その子の生年月日も記入してください（保護者と同席）。

時間10時～12時　会場市民会館　対象市内在住・在勤の小学4年～中学生の保護者　定員先着50人　費用無料　
※一時保育あり（1歳6カ月～未就学児、1回200円）。

9月１日㈮9時から、電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

　皆さんのご自慢の花壇や、花づくりの作業風景の写真をお待ちしています。
入賞者には表彰式で賞状と副賞を贈呈します。また、応募者全員に参加賞

（チューリップの球根等）があります。
募集内容①市内で育てている花（住宅・事業所の庭、学校・公園・道路等の
花壇など）の写真②花を育てている作業風景の写真　※2Lサイズ（17.8cm
×12.7cm）のみ。 表彰等団体・学校・個人部門ごとに選考。 応募方法9月
29日㈮〔必着〕までに、応募用紙に写真（①②合わせて4枚）・コメント・
エピソードを添えて、直接または郵送で〒271－0065松戸市南花島4の63
の5　（公財）松戸みどりと花の基金（☎710－2851）へ　※応募用紙は同
基金・市役所（正面玄関他）・21世紀の森と広場パークセンター・東松戸ゆ
いの花公園・各支所で配布する他、同基金ホームページからダウンロード
できます。

10月3日～24日の毎週火曜14時～16時　会場ふれあい22　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

9月15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〔☎366－7348（ 366－7613）〕へ

　市の子育て支援を広く知っても
らうために、昨年度PR動画を制作・
上映しました。今年度も引き続き
近隣の映画館で上映しています。
市ホームページやyoutubeからも
動画を見ることができます。ぜひ
ご覧ください。
問子ども政策課☎704－4007

9月20日㈬、10月18日㈬、11月15日㈬各10時30分～11時30分　会場小金
市民センター　内容お歌遊び、ベビーマッサージ、絵本の読み聞かせ他　
講師NPO M

マ マ キ ャ ン

amacan・山田真夕子氏　対象体調が良好で予防接種後48時
間以上経過している、生後2カ月からはいはいをする前までの赤ちゃんと
保護者　定員各先着10組　持ち物バスタオル2枚、飲み物、動きやすい服
装　費用各500円

直接または電話で同センター☎343－8641へ

会場西口公園（松戸駅下車）　※制服は身長115・125・
135・145cmの4サイズの上着と帽子。　定員先着150
人（保護者同伴）　費用無料　※撮影は各自持参のカメ
ラ等でお願いします。

9月15日㈮〔消印有効〕までに、往復はがきに住所・保護者と子どもの氏
名・性別・制服サイズ・返信用宛名を記入して、〒271－8557松戸市松
戸558の2　松戸警察署生活安全課〔☎369－0110（内線263）〕へ

映画CM上映館　※下記期間中、全スクリーンで上映。
MOVIX亀有8月5日㈯～平成30年3月30日㈮
TOHOシネマズ錦糸町8月5日㈯～11月3日㈷
TOHOシネマズららぽーと船橋12月23日㈷～平成30年3月23日㈮

申し込みフォーム

youtube

幼児家庭教育学級〔全10回〕要申込

聞こえのサポーター講座
 受講者募集〔全4回〕要申込

映画館で子育て支援PR動画を上映

    白バイ、パトカー、シーポックと一緒に記念撮影も

松戸みどりと花のコンクール
作品募集

日程 内容 講師
  9/29 ㈮ カラダを使ってありんこ先生と一緒に親子で遊ぼう 日本児童遊戯研究所所長・有

あ り

木
き

昭
あ き

久
ひ さ

氏
10/  6 ㈮ カラダを使って親子で遊ぼう（保育オリエンテーション） 千葉県社会体育公認指導員・斎藤淳子氏
10/13 ㈮ 昔の子育て今の子育て～自己紹介 国立女性教育会館客員研究員・西山恵美子氏10/20 ㈮ 子育ての悩みや不安をみんなで出しあってみよう～私にとっての課題は何か
10/27 ㈮ 子どもに性をどう教えるか～子どものよき相談者となるために 子ども家庭相談課職員
11/10 ㈮ 心のバリアフリー～個性の違いを認めて尊重しあう社会とは～ （社福）あしたば中野学園社会福祉士・江

え

澤
ざ わ

嘉
よ し

男
お

氏
11/17 ㈮ 幼児家庭教育「まつどっ子　未来のために今」、

保育室での子どもたち～保育風景見学 生涯学習推進課職員、まつど一時保育ネットワーク
11/24 ㈮ ハーブの香りでリラックスタイム　子育てサークルについて （公社）アロマ環境協会認定インストラクター・長谷川弘江氏他
12/  1 ㈮ 家族について～夫、子ども、親との関係 国立女性教育会館客員研究員・西山恵美子氏12/  8 ㈮ まとめ～自信をもってイキイキ子育て

日程 内容 講師
10/  3 ㈫ バウンダリー～自分も相手も大切にする自己表現 NPO 子どもの環境を守る J ワールド理事長・三浦輝江氏
10/17 ㈫ 思春期のイライラを楽しみに変える 5 つの方法 思春期専門カウンセラー・大塚隆司氏
10/24 ㈫ 思春期の心と体～心身のストレスと遺伝子の変化 聖徳大学教授・久保田健夫氏
10/31 ㈫ 今を生きる子どもたち～子どもの社会の大きな変化 ちば女性と子どものサポートセンター代表・有馬和子氏
11/14 ㈫ 子どもの未来・私の未来～自分、再発見 !　輝く私に 川村学園女子大学教授・内

う ち

海
み

﨑
ざ き

貴子氏

前回の個人の部市長賞作品

10月7日㈯ 13時～15時〔雨天中止〕

仲間をつくってイキイキ子育て

子どもの今
幸せな未来
～家庭教育から子どもが育つ～

〔全5回〕要申込

中学校家庭教育学級講座

松戸まつりで子ども警察官になろう！

「Family Support  No.1」篇

要申込

要申込発達を促すベビーマッサージ
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10月14日㈯ 9時30分～16時30分　
会場ゆうまつど　対象市内在住・在学の中学～
大学生　定員先着50人　持ち物昼食　費用無料

　将来の地域を担う中学・高校・大学生を主役に、目指したい松戸市の未
来の姿と、その実現に向けて何をすべきかを考えるワークショップ（体験
型講座）を実施します。参加者には記念品を進呈
します。

9月20日㈬〔必着〕までに、所定の応募用紙（政策推進課で配布または
市ホームページからダウンロード可）に住所・氏名・性別・学校名・学年・
保護者氏名・電話番号を記入して、直接または郵送・FAX・Eメールで、
〒271－8588松 戸 市 役 所　 政 策 推 進 課（☎366－7072）、 366－
1204、 mcseisaku@city.matsudo.chiba.jpへ

　普段は立ち入れないランプコントロールタワーやJAL整備用格納庫な
ど、成田空港および周辺施設を見学します。
日時 千葉駅発10月22日㈰9時千葉駅集合、16時解散 柏駅発 10月29日㈰
8時30分柏駅集合、16時30分解散　見学場所成田空港、JAL整備用格納
庫、航空科学博物館　費用無料（昼食付き）　対象小学4年～6年生と保
護者　定員各20組（抽選、1組2人）

9月28日㈭〔必着〕までに、はがきに希望する出発駅・参加する小学生
と保護者の氏名・年齢・郵便番号・住所・電話番号を記入して、〒260
－0026千葉市中央区千葉港4の3の301　成田空港活用協議会事務局（☎
043－306－2411）へ　※申し込みは1組1通まで。  ※当選者には、10
月12日㈭までに参加証を郵送します。

会場市民劇場　講師瀬戸内市民図書館もみわ広場館長・
嶋田学氏　定員先着200人　費用無料　※一時保育あり

（9月16日㈯までに要予約、先着5人、1歳6カ月～小学2
年生、おやつ代等200円）。  ※手話通訳・要約筆記あり。

電話で図書館☎365－5115へ

9月・10月の新番組

①「ブラックホール」〈40分〉
9月・10月のキッズ&ジュニアアワー

②「うお座のおはなし」〈20分〉
③「月にはりついたカエルのおはなし」〈20分〉
日時9月2日～10月22日の土・日曜、祝日 ①10時30分（文字解説付き）、
15時30分②13時30分③14時30分（①は9月16日㈯・17日㈰15時30
分からの回および9月18日㈷②は9月16日㈯～18日㈷は除く）

④敬老の日特別投影「なつかしい松戸」〈20分〉
　今夜の星空と懐かしい松戸の景色

⑤敬老の日キッズ&ジュニアアワー「子
こ

和
わ

清
し

水
みず

」〈30分〉
　松戸に伝わる「子和清水」伝説や、やさしい星のお話
日時④9月16日㈯・17日㈰15時30分、9月18日㈷10時30分、15時30分
⑤9月16日㈯～18日㈷13時30分、14時30分

 定員各先着80人　費用50円（中学生以下無料、④⑤65歳以上と同
伴者は無料）　※投影開始30分前から同館2階で受け付け（④⑤は整理券・
観覧券を配布）

9月30日㈯ 18時～20時　

内容星空案内と天体望遠鏡での観望（雨天または曇天の場合はプラネタ
リウムのみ）　定員先着80人（中学生以下は保護者同伴）　費用無料　

電話で同館☎368－1237へ

問同館☎368－1237

嶋田学氏

9月7日㈭・12日㈫・14日㈭・15日㈮・22日㈮・26日
㈫・28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

小さい子のためのおはなし会

9月7日㈭10時～12時　会場同センター　内容「家
族」がテーマの本&秋におすすめの本　対象小学生
の保護者　定員先着50人

小学校での読み聞かせ講座

9月8日㈮10時30分～11時10分　会場同センター
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

親子絵本講座

日時 会場（駐車場はありません）

9/12㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館

9/15㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター
（六高台保育園内）

9/19㈫11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・
システム

9/22㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
9/22㈮11:20～11:50 根木内こども館

9/27㈬10:30～11:00 E－子どもの森　ほっと
るーむ新松戸

9/28㈭10:30～11:00 矢切公民館
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

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〜

日程 会場
9/  8㈮ 明市民センター
9/15㈮ 五香市民センター
9/19㈫ 小金原市民センター
9/20㈬ 東部スポーツパーク
9/22㈮ 新松戸市民センター
9/26㈫ 小金市民センター（分館内）
9/28㈭ 和名ケ谷スポーツセンター（分館内）

時間各15時30分～16時　対象幼児～小学生と保護者

市民センターおはなし会

未来市長になって現
い ま

在の市長に政策提言をしよう!

まつど未来ワークショップ
参加者募集 要申込

空港を身近に 感じて！

図書館市民講座 要申込

9月30日㈯14時～16時　会場市民劇場
講師絵本・童話作家・きむらゆういち氏
定員先着300人　※一時保育あり（9月
16日㈯までに要予約、先着5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。

電話で同センター☎331－0077へ

きむらゆういち氏トークライブ
〜『あらしのよるに』のひみつ〜

要申込児童文学講座

9月30日㈯ 10時～12時

問指導課☎366－7458

9月14日㈭～17日㈰
各10時～18時　会場文化ホール

NAOKO SPACE  
PLANETARIUM

市民会館
プラネタリウム室のイベント

  9月星空観望会 要申込

要申込

親子見学バスツアー
成 田 空 港

小中学校理科作品展松戸市
地域づくりの核となる図書館
～住民参加による図書館づくりの現場から～ 　市内公立小・中学校から選出された科学論文

および科学工夫工作を展示します。

子ども読書推進センターからのお知らせ     共 通  費用無料　 同センター☎331－0077

講談社『あらしのよ
るに』、作：木村裕一、
絵：あべ弘士
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持ち物演奏する楽器一式、タオル、筆記用具、昼食など　※パーカッションはスティック・マレット類を持参。 ※大型打楽器、譜面台はこちらで用意。
参加パートⒶピッコロⒷフルートⒸオーボエⒹE♭クラリネットⒺB♭クラリネットⒻバスクラリネットⒼファゴットⒽA.サックスⒾT.サックスⒿ
B.サックスⓀホルンⓁトランペットⓂトロンボーンⓃバストロンボーンⓄユーフォニアムⓅチューバⓆパーカッションⓇコントラバスⓈその他（当
日持参する楽器名）
9月14日㈭〔必着〕までに、往復はがきに講座名・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・参加パート（上記Ⓐ～Ⓢより選択）・メッセージ（意

気込みなど）・プログラムへの氏名（本名またはニックネーム）掲載の可否・返信用宛名を記入して、〒271－0092松戸市松戸1307の1松戸ビルヂ
ング4階　生涯学習推進課（☎367－7810）へ　※定員に満たないパートは9月15日㈮から電話で受け付け。 ※ミニコンサートの観客は申し込み
不要。開演時刻までに会場へお越しください。

市民自主企画講座市民自主企画講座

成人講座成人講座

9月11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・
性別・電話番号・返信用宛名〔保育付きの講座で保育希望（6カ月～未就学児対象）の人は、子どもの氏名・ふりがな・
性別・生年月日・食べ物のアレルギーの有無も〕を記入して、〒271－0092松戸市松戸1307の1松戸ビルヂング4階　
生涯学習推進課（☎367－7810）へ　※往復はがき1枚、メール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。 ※定員に満たない場合は9月12日㈫から電話で受け付け。 ※申し込みフォームからの返信は、
mcsyougaigakusyu-kouza@city.matsudo.chiba.jpからになります。受信可能な設定にしてください。 ※駐輪場・駐
車場はありません。電車・バス等公共交通機関をご利用ください。

　生涯学習推進課では、講座が終った後も皆さんが学び続けること、そして学習の輪がさらに広がることを
応援しています。そのため講座修了生のグループによる企画を支援し、より皆さんに身近なことや松戸を知
るための学習機会の充実を図っています。

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。

　新しい自己の発見と充実した生活、人間関係の広がりをめざした学習の場として開催しています。

申し込みフォーム

対象市内在住・在勤・在学の人　※成人講座
②は、6カ月から3歳未満の子がいる父親（母
親同伴可）。 費用記載のないものは無料

時間各14時～16時　会場同大学同学部内MDホール
定員90人（抽選）

 

  お口の健康・からだの健康〔全3回〕

成人講座～地域でつながる音楽の輪～松戸1日吹奏楽団演奏者を募集！

流通経済大学連携   響き合う歴史と宗教〔全4回〕

時間各13時30分～15時30分　会場①③④同大学同学部内100周
年記念戸定ヶ丘ホール②同大学環境健康フィールド科学センター
（TX柏の葉キャンパス駅下車）　定員30人（抽選）　費用②500円

 園芸で健康になる〔全4回〕

日程 内容 講師
10/  6㈮ 身体の健康は健口

こ う

づくりから 同大学専任講師・田中陽子氏
10/13㈮ 歯周病を知ろう、本当はこわいシソウノーロー 同大学教授・小方賴

よ り

昌
ま さ

氏
10/21㈯ 加齢のコントロールは口の健康から－歯磨き指導－ 同大学准教授・有川量

か ず

崇
む ね

氏
日程 内容 講師

① 10/  3㈫ 人と園芸（講義） 同大学助教・野田勝二氏
② 10/17㈫ 植物工場見学（講義付き） 同大学准教授・塚越覚

さとる

氏
③ 10/24㈫ ペットボトル栽培で野菜を作る（実習） 同大学助教・野田勝二氏④ 10/31㈫ 街なか園芸のすすめ（講義）

日程 内容

① 10/  7㈯ キリシタン時代の日本人とモーセの十
じ っ

誡
か い

～八
や お よ ろ ず

百万の神を奉ずる民が一神
教を受け容

い

れるとき～
② 10/14㈯ イスラムと地政学～歴史から見た中央アジアと中東の違い～
③ 10/21㈯ 迫害と追放の果てに～中近世スペインの宗教的マイノリティ～

④ 10/28㈯ キリシタン時代の日本人とモーセの十誡～カトリックの性倫理を受容した信徒はどう振舞ったか～

市民大学講座市民大学講座

講座名 団体名 日時 内容 会場 講師 定員（抽選）

まつどの樹を訪ねる散歩
～初秋編～〔全3回〕 樹

き

の会

  9/22㈮  9:00～12:00 現地散策（金ケ作コース） 新京成常盤平駅改札前集合 樹木医・真嶋好博氏

20人  9/29㈮  9:00～12:00 現地散策（矢切コース） JR松戸駅改札前コンコース
集合

千葉大学非常勤講師・
松崎喬

たかし

氏
10/  6㈮  9:00～12:00 現地散策（新松戸コース） JR新松戸駅前交番前集合 同会メンバー

北辰一刀流千葉周作の生涯
〔全2回〕 ねぎぼうず 10/  3㈫10:30～12:30 北辰一刀流千葉周作の生涯 文化ホール 歴史研究家・鈴木貞夫氏 30人10/10㈫10:30～12:30 剣豪を講談で語る 勤労会館 講談師・桃川鶴丸氏

高齢者が安心し、楽しく暮ら
せる地域づくり〔全2回〕

まつど生涯
櫻
お う

友
ゆ う

会

10/  6㈮13:30～15:30 日々の生活に笑いを
六実市民センター

落語家・雷
かみなり

門
も ん

小
こ

助
す け

六
ろ く

師匠
100人

10/13㈮13:30～16:30 地域の元気応援クラブから日頃の取り組みを発表 地域の活動クラブ

利根川と江戸川周辺の歴史
を訪ねる～布佐・布川・松
戸・浦安・船堀～〔全3回〕

江戸川研究
会

10/  5㈭10:30～13:00 松戸河岸と松戸宿を歩く 文化ホール、現地散策

同研究会メンバー 30人10/12㈭  8:50～13:00 利根川水運の要衝、布佐河岸と布川河岸を歩く 現地散策

10/19㈭  9:50～15:00 漁師の町・浦安と塩の道・新川を歩く　※昼食持参 現地散策

講座名 日時 会場 内容 講師 定員（抽選）

① 造形講座「古民家旧齋藤邸でアートを体験しよう！」
9/27㈬10:00JR東松戸
駅集合、15:30解散 旧齋藤邸 サインペンで庭園をスケッチ・竹紙漉

す

き　費用200円　※昼食持参 日本画家・学習支援専門員・泉
いずみ

晴
せ い

行
こ う

氏 15人

②

赤ちゃんのために知ってお
きたいパパの心得～パパだ
からできること～〔全3回〕
〔保育付き〕

10/15㈰10:00～12:00

市民会館

父親の役割と子育て参加のメリッ
ト他 お茶の水女子大学教授・石井クンツ昌子氏

15組
※対象は上
記に記載10/22㈰10:00～12:00 パパが伝える絵本の楽しみ方他 かつしかパパコミュニティー代表・坪井博

一氏
10/29㈰10:00～12:00 家族で遊ぼう！ NPO松戸子育てさぽーとハーモニー

日程 会場 内容 講師 対象 定員（抽選）

10/8㈰10:00受付開始、10:30集合、
11:00リハーサル開始、16:00ミニ
コンサート開演（15:30開場）

市民会館
年齢・性別・演奏レベル問わ
ず集まった人たちで、「宝島」
「ディズニーメドレー」などの
曲目を合奏します

プロトランペット奏者・双
な み

木
き

博和氏
プロパーカッション奏者・見

み

谷
た に

聡
あ き

一
か ず

氏

市内在住・在勤・
在学・出身の管弦
楽器を所有して
いる経験者

60人
（演奏参加者）

「講座サポーター」募集
内容講座補助（会場設営、受付）
対象以下の市民大学・成人講座
申込者　定員各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
ムに「講座サポーター希望」と
記入

の講座 要申込

時間各10時～11時30分　会場同大学新松戸キャンパス　
定員先着100人　講師同大学教授①④日

ひ

埜
の

博司氏③関哲行氏、
同大学准教授②高橋巖

い わ

根
ね

氏
10月5日㈭までに、電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

問生涯学習推進課☎367－7810

日本大学松戸歯学部連携

千葉大学園芸学部連携

8 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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実施校 受付日時
上本郷第二小学校 10/16㈪ 13：00～13：30
大橋小学校 10/16㈪ 13：00～13：30
小金北小学校 10/17㈫ 13：00～13：15
金ケ作小学校 10/18㈬ 13：00～13：15
殿平賀小学校 10/18㈬ 13：00～13：20
高木小学校 10/19㈭ 12：45～13：00
常盤平第二小学校 10/23㈪ 12：45～13：00
六実小学校 10/23㈪ 13：00～13：15
牧野原小学校 10/23㈪ 13：00～13：30
高木第二小学校 10/24㈫ 12：45～13：00
上本郷小学校 10/24㈫ 12：45～13：00
馬橋北小学校 10/24㈫ 12：45～13：15
寒風台小学校 10/25㈬ 12：50～13：10
新松戸南小学校 10/25㈬ 13：00～13：20
相模台小学校 10/27㈮ 12：45～13：15

実施校 受付日時
北部小学校 10/30㈪ 13：00～13：20
松飛台第二小学校 10/30㈪ 13：15～13：30
中部小学校 10/31㈫ 12：45～13：15
根木内小学校 10/31㈫ 12：45～13：00
六実第二小学校 10/31㈫ 13：10～13：25
南部小学校 11/  1㈬ 12：50～13：10
常盤平第三小学校 11/  1㈬ 12：30～13：00
松ケ丘小学校 11/  1㈬ 13：00～13：20
稔台小学校 11/  2㈭ 13：00～13：20
古ケ崎小学校 11/  2㈭ 13：00～13：30
梨香台小学校 11/  2㈭ 12：50～13：15
柿ノ木台小学校 11/  8㈬ 13：10～13：30
横須賀小学校 11/  8㈬ 12：50～13：05
幸谷小学校 11/  8㈬ 13：00～13：20
和名ケ谷小学校 11/  9㈭ 12：45～13：00

実施校 受付日時
旭町小学校 11/  9㈭ 12：45～13：15
六実第三小学校 11/  9㈭ 13：10～13：30
栗ケ沢小学校 11/10㈮ 12：50～13：05
松飛台小学校 11/10㈮ 13：10～13：25
東松戸小学校 11/14㈫ 13：00～13：30
矢切小学校 11/15㈬ 12：40～12：55
新松戸西小学校 11/15㈬ 13：00～13：20
八ケ崎小学校 11/16㈭ 13：15～13：30
馬橋小学校 11/17㈮ 13：00～13：20
常盤平第一小学校 11/17㈮ 13：15～13：30
貝の花小学校 11/21㈫ 13：00～13：15
八ケ崎第二小学校 11/21㈫ 12：40～13：00
東部小学校 11/22㈬ 12：50～13：20
河原塚小学校 11/22㈬ 12：45～13：15
小金小学校 11/28㈫ 12：55～13：15

就学時健康診断健康診断のお知らせ 対象平成23年4月2日から平成24年4月1日の間に生まれた人　※就学時健康診断通知書（はがき）裏
面の予備調査票に必要事項を記入し、持参してください。 ※同通知書が届かない場合や、10月1日㈰
以降に転入届を出す場合はご連絡ください。 ※当日は放課後児童クラブについてもご案内します。
問（就学時健康診断）保健体育課 ☎ 366－7459、 （放課後児童クラブ）子育て支援課 ☎ 366－7347

　平成30年4月に小学校へ入学するお子さんの健康診断を
行います。対象者には10月5日㈭に就学時健康診断通知書
を発送します。

10月10日㈫までに、電子申請サービスまたはEメールで、講座名「トランポリン」・「写経」、
本文に住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢・昼間連絡可能な電話番号を記入して、 mckozas@
city.matsudo.chiba.jpへ　※詳細をEメールで連絡するため、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。

各締切日〔必着〕までに、電子申請サービス、直接（普通はがき持参）または往復は
がきに、教室名・住所・氏名（ふりがな）・性別・学校名・学年・電話番号・返信用
宛名を記入して、〒270－0035新松戸南2の2　青少年会館へ　※はがき・往復はが
きは1教室につき1枚必要。

電子申請サービス

電子申請サービス

問青少年会館☎344－8556

問青少年会館☎344－8556

青青年年講講座座 要申込

秋秋のの青青少少年年教教室室
要申込

講座名 日時 会場 講師 対象 定員
（抽選） 費用

締切日
〔必着〕

初めてのトランポリン体験 10/22㈰
10:00～12:00

MTCホッパーズ
（新京成常盤平駅下車）

トランポリンクラブMTCホッ
パーズ・田中将希氏 16歳～39歳の人

※市内在住・在勤・
在学の人優先

20人 無料
10/10㈫無の世界へのいざない（写経）

※作品は11/3㈷の同館文化祭で展示
10/29㈰
14:00～16:00 文化ホール

浄土真宗本願寺派天真寺住職・
西原龍

た つ

哉
や

氏
20人 500円

教室名 日時 会場 講師 対象
（市内在住・在学）

定員
（抽選） 費用 申込

締切日

秋の陶芸教室〔全4回〕
※作品は11/3㈷の同館文化祭で展示

9/23㈷・30㈯、
10/21㈯・28㈯
各10:00～11:30

矢切公民館 NPO子どもっとまつど陶芸倶楽部 小学3年～中学生 15人 500円 9/10㈰

初めてのオセロ教室〔全2回〕 10/7㈯・14㈯
各9:30～11:30 青少年会館 （一社）日本オセロ連盟 小・中学生 20人

無料 9/19㈫
青少年将棋教室〔全2回〕 10/7㈯・14㈯

各14:00～16:00
青少年会館
樋野口分館

日本将棋連盟松戸支部支部長・佐藤静
治氏 小学3年～中学生 20人

親子で学ぶ夢化学
～楽しく不思議な工作教室～

10/21㈯
①  9:30～11:30
②13:30～15:30

青少年会館 夢化学実験隊代表・青山好
よ し

延
の ぶ

氏
①小学1年～3年
生の親子
②小学4年～6年
生の親子

各
15組 300円

10/4㈬竹紙漉
す

きと消しごむハンコ教室
※作品は11/3㈷の同館文化祭で展示

10/22㈰
13:30～16:30 旧齋藤邸 消しごむはんこ講師・かさいあさこ氏 小学4年～中学生 20人 400円

羊毛フェルトで可
か わ い

愛いマスコットを作っ
てみよう!

10/29㈰
10:00～11:30 青少年会館 ケイファースト㈱代表取締役・榎

えのき

添
ぞ え

恵
子氏 小学3年～6年生 20人 300円

※1人で複数人分の申し込みはできません。 ※受付開始時間に定員を超えた場合はその場で抽選。 ※受付当日は車での来所はご遠慮ください。 ※★はテキストま
たは道具・材料費実費。 ※受講費用の一部を助成する若年者職業訓練講座助成金制度があります。詳細は商工振興課（☎711－6377）へ。

9月5日㈫９時から、受講料を添えて直接同センター
（小金原1の19の3、☎349－3200）へ松戸地域職業訓練センター松戸地域職業訓練センター後期講座募集 要申込

講座名 日時 定員
（抽選）

受講料
 ※（　）内は会員事業所の料金です。

日商簿記3級受験講座〔全13回〕 12/4～H30/1/29（12/28、1/1・4・8除く）の月・木曜9：30～12：30 20人 20,000円（15,000円）　★
日商簿記2級受験講座〔全12回〕 11/4～H30/2/3（12/23・30除く）の土曜10：00～16：00 20人 30,000円（25,000円）　★
宅地建物取引士受験講座〔全27回〕H30/2/3～H30/8/18（5/5、8/11除く）の土曜13：30～16：30　 20人 45,000円（35,000円）　★
社会保険労務士受験講座〔全22回〕12/2～H30/5/19（12/23・30、5/5除く）の土曜13：00～17：00 20人 55,000円（45,000円）　★
ビジネス英会話講座〔全12回〕 10/18～H30/1/17（12/27、1/3除く）の水曜19：00～20：30 25人 13,000円　★
ビジネス中国語会話講座〔全12回〕10/10～12/26の火曜19：00～20：30 20人 13,000円　★
実用英会話基礎講座〔全10回〕 10/10～12/12の火曜10：00～11：30　 25人 10,000円　★
実用英会話初級講座〔全12回〕 10/4～12/20の水曜13：00～14：30　 25人 13,000円　★
実用英会話中級講座〔全12回〕 10/4～12/20の水曜10：00～11：30　 25人 13,000円　★
シンプル中国語会話講座〔全12回〕9/29～12/22（11/3除く）の金曜10：00～11：30 20人 13,000円　★
韓国語初級講座〔全18回〕 9/29～H30/3/23（10/6、11/3、12/8・29、1/5・12、2/2、3/2除く）の金曜12：00～13：30 25人 20,000円　★
韓国語中級講座〔全18回〕 9/29～H30/3/23（10/6、11/3、12/8・29、1/5・12、2/2、3/2除く）の金曜10：15～11：45 25人 20,000円　★
健康ヨーガ入門講座〔全12回〕 9/29～12/22（11/3除く）の金曜10：00～11：30 25人 12,000円
実用書道講座〔全12回〕 9/16～12/16（9/23・11/4除く）の土曜10：00～11：30　 25人 12,000円　★
切り絵講座〔全4回〕 10/17・31、11/14・28の火曜13：00～16：00　 15人   4,000円　★

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 9
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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。

※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 日程 時間 会場 問い合わせ
市政・一般民事 平日 8:30 ～17:00★

本館2階相談コーナー
※最終受付は、各相
談の終了時間のおお
むね30分前

※〔予約〕相談日の1カ
月前から（税務：前々
日17時まで　不動産・
登記：前日17時まで）
電話（☎366－1162）
※法律相談について
は、裁判中や調停中の
事件は相談できません

広報広聴課
広聴担当室

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

行政書士相談
事務局予約専用
☎316－1950（初見）
（平日9時～17時）

法律相談（随時予約）
第1～4月・火・木
（第1月を除く） 13:00 ～17:00

第1月 9:00 ～12:00
交通事故相談 毎週月・火・木 9:00 ～17:00★

不動産相談（予約制） 毎週水 13:00 ～17:00
税務相談（予約制） 第2金 13:00 ～17:00
登記相談（予約制） 第3金 13:00 ～16:30

外国人
相談

英語・中国語 第1・3火
9:00 ～12:00

タガログ語・スペイン語 第2・4火
行政相談  第2・4月 13:00 ～16:00

行政書士相談（予約制） 第1月 13:00 ～16:00

建築士相談 第2水（予約優先） 9:00 ～12:00 市役所本館2階
相談コーナー

建築士会相談窓口
☎362－8401

住宅リフォーム相談 第3水 10:00 ～16:00 住宅政策課
☎366－7366マンション管理相談 第1水（予約優先） 9:00 ～12:00 市役所新館6階会議室

人権相談
※人権相談は法務局松戸
支局でも行っています   
（平日8:30～17:15）

第1木

10:00 ～15:00★

小金原市民センター

行政経営課
☎366－7311
法務局人権ダイヤル
☎0570－
003－110

第1金 新松戸市民センター
第1火 六実支所
第4水 東部支所
第1・3金 行政経営課相談コーナー
第2金 ふれあい22

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

子育て相談 平日 8:30 ～17:00

CMS子育て支援センター☎394－5590
チェリッシュ・サポート・システム

☎308－5880
子すずめ子育て支援センター

☎387－0124
あおば子育て支援センター☎387－5456

ドリーム子育て支援センター
☎070－3935－1230

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

松戸市消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119
消費生活相談 平日 8:30 ～16:00 消費生活センター☎365－6565

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ

福祉なんでも相談
電話相談専用ダイヤル
毎週水、第1金10:00
～15:00☎368－1333

毎週水、第1金

10:00 ～15:00

社会福祉協議会
（社福）松戸市
社会福祉協議会
☎368－0912

第1火 六実支所
第1木 小金原市民センター
第4金 市役所相談コーナー

障
が
い
者
相
談

基幹相談支援
センターCoCo

平日
8:30 ～19:00 総合福祉会館（2階）※訪問可

 ☎308－5028
 366－1138

ふれあい相談室 9:00 ～17:00
   （予約優先）

ふれあい22（3階）
※訪問可

☎388－6222・6225
383－5552

障がい者虐待防止
障がい者差別相談センター 平日 8:30 ～19:00

基幹相談支援センターCoCo内
（総合福祉会館2階）

☎366－8376　 366－1138

高齢者・障がい者
成年後見制度相談

毎週火・金（祝日
の場合は前日）

9:00 ～17:00
   （要予約）

NPO成年後見センター
しぐなるあいず☎702－7868

労働相談 毎週月・木
（第3木を除く） 17:00 ～20:00

勤労会館
（第3木曜日休館）

商工振興課
☎711－6377

経営相談（起業を含む）
（予約制） 平日 9:00 ～17:00 松戸商工会議所

会館
松戸商工会議所
☎364－3111

若者の就労相談
毎週火～土
（祝日休み・
予約制）

9:30 ～17:00 松戸商工会議所
別館

まつど地域若者サ
ポートステーション
☎703－8301

無料職業
紹介所

65歳以上
平日 9:00 ～17:00★

（社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館1階）☎365－4712

65歳未満 （社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館3階）☎366－0077

生活困窮者相談 平日 9:00 ～17:00 松戸市自立相談支援センター
（市役所本館3階）☎366－0077

就学・教育相談（予約制） 平日 8:30 ～17:00 教育研究所（予約専用）☎366－7600
青少年相談（電話）

平日
8:30 ～16:30 子どもわかもの課

☎363－7867（相談専用）青少年相談（来所予約制） 8:30 ～17:00
いじめ電話相談 平日 8:30 ～19:00 ☎703－0602（本人・保護者対象）

ゆうまつどこころの相談
（女性対象、予約制）

第2～4月・木  10:00 ～16:00
男女共同参画課（相談室直通）

☎363－0505
第1月・木  14:00 ～20:00

ゆうまつどこころの相談
（男性対象、電話のみ） 第1・3金 17:00 ～20:00

まつど女性就労・
両立支援相談 毎週火・木 10:00 ～15:00 ゆうまつど（2階） 男女共同参画課

☎364－8778

◆藤間叟
そう

之
の

助
すけ

日本舞踊教室浴衣
会　
9/2㈯12:00
藤間☎090－4835－9522

◆歌って健康!歌声コンサート  ★
9/6㈬13:00
㈱マイソング☎03－5774－

1414
◆ひとりコンサート　
9/9㈯17:30
石井☎090－1504－0611

◆松戸川柳大会
9/10㈰13:00
坂部☎388－8318

◆コンサートと医療・介護の講演
9/14㈭14:00
松戸クラシック音楽を楽しむ

会☎090－1805－2206
◆歌謡発表会
9/15㈮10:30
深井☎383－1826

◆オータムコンサート
9/16㈯①13:00②16:00
ピアノスタジオカワサキ☎368

－7455
◆市民チャリティーフェスティバル
9/18㈷10:00
三輪☎090－3098－2921

◆松戸童謡の会　童謡を歌う　★
9/20㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆すずきピアノ教室発表会　
9/23㈷13:00
鈴木☎347－1808

◆図書館市民講座「地域づくり
の核となる図書館」
9/30㈯10:00
同館（事前申込制）☎365－5115

◆きむらゆういち講演会～『あら
しのよるに』のひみつ～
9/30㈯14:00

子ども読書推進センター（事
前申込制）☎331－0077

◆ザ・ベンチャーズ ジャパンツ
アー2017　★
9/2㈯16:00　
労音東葛センター☎365－9960

◆ハワイアンカーニバル★
9/3㈰13:00
マハロ・クラブ・神崎☎04－

7175－1770　 
◆松戸舞踊カラオケ大会
9/10㈰10:30
松戸舞踊友の会・渋谷☎090

－2218－9532　　
◆劇映画「母 小林多喜二の母の
物語」上映会　★
9/15㈮①10:30②14:00③18:00
日本民主主義文学会東葛支部・

浅利☎385－1622
◆ジャズ体操フェスティバル
9/17㈰12:10
同フェスティバル・小田切☎

392－6063
◆苔山派 尺八演奏会
9/23㈷13:00
苔山派尺八楽会・佐々木☎

385－8715　 
◆東京バレエ劇場附属松戸バレ
エ教室 プチ発表会
9/24㈰17:00
同教室後援会・藤井☎090－

5543－5408　 
◆葵

あおい

舞
ぶ

踊
よう

百
ひゃっ

華
か

9/28㈭12:00
葵会・鳳☎713－5642　 

◆松戸市福祉大会
9/30㈯13:00
（社福）松戸市社会福祉協議会

☎368－0503

18歳以上 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
①9/4㈪・11㈪各9:30～10:30、
9/21㈭13:30～14:30②9月の火
曜13:30～14:30　会場常盤平体
育館　対象18歳以上　定員各先
着30人　費用1回500円　 同
体育館☎386－0111
◆①ヨガ②ビューティーピラティス
9月の木曜①13:00～13:50②
14:00～14:50　会場小金原体育
館　対象18歳以上　定員各先着
30人 費用1回500円　 同体育
館☎341－2242
●軽スポーツ教室（カローリング、
バドミントン、ペタンク、ドッチ
ビー、グラウンド・ゴルフ他）
①9/9㈯②9/16㈯各9: 00～
12:00 会場①寒風台②稔台各小
学校　持ち物上履き　 ①内田☎

364－8920②髙橋☎363－3064
●ソフトバレーボール教室
9/10㈰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
①9/10㈰9:00～13:00②③9/17
㈰9:00～12:00　会場①新松戸
中央公園②東

とう

漸
ぜん

寺
じ

本堂裏広場（駐
車不可）③幸谷小学校　対象③の
み初心者　 ①矢野☎090－
3107－0348②堀☎344－1735
③峯田☎341－2978
●ファミリースポーツ教室
9/10㈰9:00～12:00　会場新松
戸西小学校　 宮崎☎346－
4327
●ヘルスバレー・ボッチャ教室
9/16㈯19:00～21:00　会場東
部スポーツパーク体育館　 岩
下☎090－5531－8004

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。

森のホール21　今月の催し物　　 ☎384－5050
日程 内容（★は有料） 開演

時間 問い合わせ先

大
ホ
ー
ル

12 火
宝塚歌劇雪組全国ツアー松戸
公演 ミュージカル・ロマン『琥
珀色の雨にぬれて』　★

14:00
18:00

森のホール21チケット
センター☎384－3331

17 日 フラダンス発表会　ポーマイ池
田フラスタジオ　★ 12:30 同スタジオ☎080－9184－6911

18 祝 POP☆DANCE  SHOWTIME17 18:00 POP☆STADIO88☎711－8910
23 祝 SID TOUR 2017　★ 17:00 ラウンド・アバウト

☎03－6418－720524 日 16:00

30 土 南こうせつコンサートツアー
2017～おもかげ色の空～　★ 17:00 Ro-Onチケット☎365－9960

小
ホ
ー
ル

9 土 トモコバレエアカデミー発表会 17:30 髙倉☎090－7847－3626

10 日 松戸まつり素人のど自慢大会
八柱地区予選会 11:00 リコー書店☎385－6300

23 祝 KSK松戸音楽教室 発表会 12:30 同教室☎303－318324 日

29 金 松戸市民カラオケ歌謡協会 
秋の歌謡祭 9:30 門脇☎080－5066－3508

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

◆南こうせつコンサートツアー
2017～おもかげ色の空～　
9/30㈯17:00
会場大ホール　費用全席指定
6,500円（発売中）　※未就学児
入場不可
◆A

ア ニ ソ ン

nisong I
イ チ バ ン

chiban!! presented 
by HoriPro featuring JAPAN 
POP CULTURE CARNIVAL2017 
IN MATSUDO
10/22㈰17:00　　
会場大ホール　費用全席指定
5,000円（発売中）　※3歳以上
有料、3歳未満入場不可
◆山内惠介熱唱ライブ2017～新
たなる歌の道・あなたと共に～
11/24㈮14:00
会場大ホール　費用全席指定　
5,800円（発売中）　※未就学児
入場不可
◆フォレスタコンサート2017in松
戸
11/28㈫14:00
会場大ホール　費用全席指定　
5,500円（発売中）　※未就学児
入場不可
◆ルーマニア国立ブラショフ・フィ
ルハーモニー交響楽団
12/2㈯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

◆①体幹美Body②フィットネスフラ
①9/4㈪・11㈪ 各11:00～12:00
②9/12㈫・26㈫各11:00～12:15 
会場柿ノ木台公園体育館　対象

市民劇場
☎368－0070   ★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。 

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。

森のホール21 チケットセンター
☎384－3331

受付時間…10:00～19:00
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※大・小ホールは森のホール21です。
※完売の場合あり。
※詳細はホームページで。
 http://www.morinohall21.com/

※申し込みは全て当日会場で。
●はスポーツ推進委員主催

10 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　2017年（平成 29年）9月1日



SUN体操クラブ（健康体操）
月3回㈪9時30分～11時 常盤平体

育館 50歳以上の女性 月2,000円
500円 近

ちか

久
ひさ

☎386－9711
リズム体操クラブ（ストレッチ等）
㈬11時～12時30分 常盤平市民セ

ンター 女性 月2,000円 1,000円
吉田☎384－2762

キッズリズム体操ホップアップ
㈯16時30分～18時 運動公園他 
ダンス・平均台・マットなど 5歳～

小学生 月2,500円 1,000円 同
団体 hopupkids@gmail.com
健康体操さざんか（ストレッチ体操等）
㈬9時20分～10時50分 小金原体

育館 50歳以上の女性 月2,000円
1,000円 谷

や

口
ぐち

☎344－3370
輝
き

龍
りゅう

会（詩吟、初級）
㈭15時～17時 新松戸市民センタ

ー 紺野☎090－1425－0487

松戸ミニバスケットボールスポーツ少年団
㈯㈰㈷9時～11時 常盤平第一・高

木各小学校 小学3・4年生の男子 月
1,000円 山谷☎090－2721－5541
リラックスヨガ
㈮13時15分～14時45分 運動公園

柔道場 女性 先着5人 月2,000円
横山☎364－0580

小金原歌唱サークル
月4回㈫13時～16時 小金原体育

館 75歳以下 月2,500円 1,000
円 宮崎☎090－2168－5107
松戸いずみペン習字サークル
第2・4㈬13時～15時 市民会館　
ボールペン 月2,000円 1,000円
神﨑☎360－6629

コーロ・さくら（女声合唱）
㈭11時～13時 市民会館 月5,000

円 高橋☎362－7083

◆パソコンの基本操作と家計簿作り
10/31㈫までの希望日10時・13時・

15時・18時から（各回2時間） NPO快
適IT空間松戸教室（市民劇場向かい）
各先着1人 2000円 同教室・石井☎
703－7284へ
●社交ダンス初級者無料講習会〔全4回〕
9月の㈫14時～16時 八ケ崎市民セ

ンター 先着10人 テキスト代1,500
円 電話で舞踏会・石田☎090－1542
－5940へ
●中国語講座体験会〔全4回〕
9月の㈬18時～20時30分 市民会館
中級者以上 4,500円 ゆっくり学ぶ

中国会・髙野☎368－9311
●なぎなた教室〔①全4回②全2回〕
①9/8～29の㈮9時～11時②9/3㈰・

10㈰各10時～12時 ①和名ケ谷スポー
ツセンター②クリーンセンター体育室
各先着10人 当日会場で 松戸市なぎ
なた連盟①和名ケ谷・佐藤☎388－8376
②六高台・金子☎386－9462（㈯・㈰の
み）
◆司法書士法律相談
9月～10月の㈯10時～15時（9/23㈷を
除く） 松戸商工会議所（松戸駅下車）
各先着8人 電話でちば司法書士総合

相談センター☎043－204－8333へ
●健康体操体験教室（ストレッチ等）
9月の㈯15時～16時30分（9/23㈷を
除く） 運動公園小体育室 上履き 1
回500円 電話で健友会・松浦☎361－
0743へ
◆相続・遺言・成年後見の無料相談会
9/2㈯・9㈯・30㈯各10時・13時・15

時から（1組45分、税金相談は除く）
若林・平子・内田司法書士事務所（松戸
駅下車） 女性または夫婦 各日先着3
組 電話で同事務所☎362－0485へ
●二

に

ケ
か

領
りょう

用
よう

水
すい

・生田緑地内ハイキング
9/3㈰7時35分松戸駅市民ギャラリー
前集合、14時30分小田急線向ケ丘遊園駅
解散 弁当・飲み物 400円（別途交通
費） 松戸歩こう会・出

いず

原
はら

☎386－5611
●月例歌謡教室見学会（歌謡指導）
9/6㈬18時30分～21時 新松戸市民

センター 当日会場で ソングフォー
ツー・鈴木☎345－0336
●ヨーガ・呼吸法体験会〔各全3回〕
①9/6㈬・13㈬・20㈬各19時～20時

②9/8㈮・15㈮・22㈮各9時30分～10
時40分③9/13㈬・20㈬・27㈬各19時
30分～20時40分 ①六実市民センター
②馬橋ダンスアカデミー（馬橋駅下車）
③二十世紀が丘市民センター 動きやす
い服装・タオル 各2,000円 電話でヨ
ガサークル・ビハーラ・小

こ

畠
ばたけ

☎090－
7197－3616（15時～20時）へ
◆健康麻雀体験会
①9/8㈮12時～16時②9/8㈮③9/6

㈬・9㈯④9/5㈫・14㈭⑤9/11㈪各12
時～17時 ①③稔台②五香④馬橋⑤常
盤平各市民センター ①のみ初級者 1
日①1,000円②～⑤800円 電話でNPO
健康麻雀クラブやまが・徳光☎090－
8583－1506へ

講演会「乳幼児教育が将来を決め
る?」
9/9㈯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
◆いきいきカフェ（終活相談会）
9/9㈯13時30分～15時30分 稔台市
民センター 先着20人 500円 電話で
（一社）ゆい・奈良☎713－7865へ
◆花れんオカリナコンサート
9/9㈯14時～16時 森のホール21

先着270人 音楽の陽だまり・大山☎
090－6026－7325

●市民詩吟教室（漢詩・和歌等の指導）
9/9㈯、10/7㈯各17時～19時 市民

会館 同教室・佐々木☎342－8230
●松戸川柳大会（入選作の発表・表彰）
9/10㈰10時～16時 市民劇場

1,000円 松戸川柳会・米島☎344－
5916
●ゆいの花音楽祭
9/10㈰13時30分～15時30分 さわ

やかちば県民プラザ（柏市） 松戸ウイ
ンドアンサンブル・駒木☎080－3511
－5364
●歴史散歩①旧水戸街道を歩く②三郷市
中央部の史跡を訪ねる
①9/10㈰13時30分馬橋駅東口集合、

16時30分JR北小金駅解散②10/15㈰
13時30分JR三郷駅集合、16時30分同駅
解散 各300円 当日会場で 松戸史
談会・松田☎342－1764（夜間のみ）
●松戸まつり参加曲講習会
9/10㈰・24㈰各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（昼間のみ）
◆親子で野菜スタンプ&モンテッソーリ
教具にふれてみよう
9/11㈪10時30分～11時30分 金ケ作
自治会館 先着15人 500円 電話でま
まぷりも・中村☎080－3646－9412へ
●家庭教育講座①思春期の子どもとどう
向き合うか②今こそ取り戻そう家族の力
①9/12㈫②10/13㈮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
◆古代シュメール時代のメソポタミアの
地理と神話
9/12㈫13時30分～16時30分 市民

会館 先着30人 1,000円 電話で歴
史学講座「創世」・小嶋☎090－1261
－7366へ
●松戸市レディース卓球大会
9/13㈬9時から 柿ノ木台公園体育館
ランク別ダブルス戦 市内在住・在勤

の女性 1人800円 9/4㈪までに電話で
同連盟・塩山☎090－6174－9049へ
◆地域のつながりと健康～認知症社会を
健やかに生きる～
9/13㈬9時30分～12時30分 市民会
館 千葉大学予防医学センター特任助
教・亀田義人氏 先着50人 電話でNPO
人材パワーアップセンター・岩橋☎364
－8820へ
◆足裏リフレクソロジー体験とミニ講座
9/13㈬10時～12時 新松戸4丁目（詳
細は要問い合わせ） 先着12人 300円
9/8㈮までに電話で足がる隊・川野☎
389－1902へ
●人前で話せる話し方講座〔全3回〕
9/14㈭・28㈭、10/12㈭各18時～20
時30分 市民会館 筆記用具 2,500円
電話で実践話し方研究会・田中☎090

－4374－3931（昼間のみ）へ
◆劇映画「母 小林多喜二の母の物語」上
映会
9/15㈮10時30分・14時・18時 市

民会館 先着850人 1,500円（前売り
1,200円） 電話で日本民主主義文学会
東葛支部・浅利☎385－1622へ
◆平和の学校
9/16㈯10時30分～16時 二十世紀

が丘市民センター 800円（中学生以下
無料） 当日会場で まつど平和の学校
実行委員会・竹峰☎367－7940
◆リバーシブルのベストを作りましょう
9/16㈯、10/7㈯各13時～15時 家

庭文庫ピッピ（新京成松戸新田駅下車）
先着5人 800円 電話で同文庫・足

立☎368－5334へ
◆成年後見無料相談会
9/16㈯13時～16時 松戸商工会議所
先着10人 FAXで（一社）社労士成年後

見センター千葉東葛支部事務局・金子
345－9993（☎345－9992）へ
●人形劇・おはなし・あそびの広場
①9/16㈯②11/5㈰各13時30分～15

時30分 ①五香子すずめ保育園②子ど
も読書推進センター 松戸子どもの文
化連絡会・﨑野☎703－9897
◆落語会（春

しゅん

風
ぷう

亭
てい

昇
しょう

也
や

、神田鯉
り

栄
えい

）
9/16㈯17時～19時 常真寺（大谷口

18） 先着50人 1,000円 当日会場
で 同寺☎342－1616
●松戸ゴールデンテニス大会
9/18㈷8時45分から〔雨天時抽選会〕
栗ケ沢公園庭球場 ダブルス年齢別

クラス 市内在住で男性60歳以上、女
性55歳以上 先着108人 1人1,500円
9/12㈫〔必着〕までに往復はがきで
松戸シルバーテニス連盟☎366－

3600
●親子3代ご招待ボウリング大会
9/18㈷10時受け付け ときわ平ボウ

リングセンター 市内在住・在勤および
65歳以上の人を含む親子3代チーム 先
着22チーム 9/10㈰〔必着〕までに往復
はがきで 松戸市ボウリング協会・佐
藤（☎090－4394－3142）へ
◆市民チャリティーフェスティバル
9/18㈷10時～16時 市民劇場 先

着300人 当日会場で 理容組合松戸
支部・三輪☎090－3098－2921

子ども読書推進センターへ行こう
9/20㈬10時～12時 同センター 0

歳～未就園児までの子と親 先着20組
電話でまつど一時保育ネットワーク・

長嶺☎080－4170－4776へ
●男の料理教室体験会
9/20㈬17時～20時 市民会館 頭

巾、エプロン、手拭い、布巾 先着3人
電話でにんじんクラブ・斉藤☎388－

2667へ
◆ともしび読書会
9/21㈭14時～16時 ゆうまつど

『黄
おう

金
ごん

の日
ひ

日
び

』城山三郎著 200円 電
話で同会・日

ひ

巻
まき

☎090－3205－2857へ
◆親子で楽しむリズム体操
9/22㈮9時45分～11時30分 馬橋相
川公園内中央会館 当日会場で NPO風
の子サークル・岡部 info@kazenoko-
circle.com
◆成年後見無料相談会
9/22㈮13時～16時 勤労会館 当

日会場で （一社）コスモス成年後見サ
ポートセンター千葉県支部・イサニ☎
701－7701
◆精神障がい者家族のピアサポート研修会
9/23㈷13時～15時30分 常盤平市

民センター 講演「障害者相談支援の現
状と課題」他 松戸市基幹相談支援セン
ター長・藤井公雄 先着50人 FAXで
土曜会 385－7070へ
●松戸市長杯カヌー競技大会
9/24㈰9時～14時 坂川放水路（けや
き通橋） 小学4年生以上の経験者 先着
80人 1,000円（中学生以下500円・市外
2,000円） 9/16㈯までにFAXで松戸市
カヌー協会・岡村☎ 389－2217へ
◆東京バレエ劇場附属松戸バレエ教室プ
チ発表会
9/24㈰17時開場 市民会館 同教室

後援会・藤井☎090－5543－5408
◆県立つくし特別支援学校公開
9/26㈫・27㈬各9時30分～12時 同

校 同校・佐川☎385－1632
●史跡めぐり「上本郷の七不思議と古

こ

刹
さつ

を訪ねて」（風早神社・宮ノ下湧水他）
9/26㈫13時新京成上本郷駅改札口集

合、16時JR北松戸駅解散（雨天の場合は
27日㈬） 先着40人 300円 9/15㈮
〔必着〕までにFAXで松戸史跡マップ研究
会・溝

みぞ

渕
ぶち

☎ 387－3902へ
◆大人のための①韓国語②英会話入門講
座〔各全8回〕
9/28～11/16の木曜①18時～19時

②19時30分～20時30分 市民会館
先着15人 各6,000円 電話で国際文化
交流協会・前田☎090－6489－2803
（平日10時～17時）へ
◆講演「『我が事・丸ごと』は実現でき
るのか?私たちに求められる役割とは」
10/1㈰13時～16時 勤労会館 先着
100人 1,000円 9/25㈪までに電話で
（一社）まつど地域共生プロジェクト☎
346－2068へ
◆車椅子レクダンスインストラクター養
成講座
10/7㈯13時～16時 ふれあい22

先着10人 3,000円 電話でNPO日本
車椅子レクダンス協会松戸支部・斎藤☎
365－8701へ
◆松戸歌会公開短歌講座
10/7㈯15時～17時30分 市民会館
先着30人 500円 電話で同会・秋

山☎090－9850－6478へ
●松戸市レディースソフトボール①秋季
大会②内外ゴム旗争奪大会
①10/15㈰②10/29㈰各8時30分か

ら（予備日①10/22㈰②11/19㈰） 古
ケ崎河川敷ソフトボール場 市内在住・
在勤の15歳以上の女性チーム 1チーム
①5,000円②6,000円 9/9㈯10時から
運動公園会議室での代表者会議で 同
連盟・直井☎090－9957－3864

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 11

●広報まつど　2017年（平成 29年）9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
…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

、 マークは市民活動助成事業です）



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

問同実行委員会・佐藤☎090－1059－9066

TOKYO 2020

会場幸田第二公園前あんず通り

今年も元気いっぱ
いのよさこいチー
ムが約10チーム
参加します!

　市では、ノーベル平和賞を受賞したケニア共和国元環境副大臣の故
ワンガリ・マータイさんが、「M

も っ た い な い

OTTAINAI」と提唱したことをきっか
けに、「松戸市もったいない運動」を推進しています。
　今回は「歌う平成の坂本龍馬」として紋付袴を身にまとい、全国の福
祉施設を車1台で回り、全国唱

しょう

覇
は

を達成した松尾貴臣氏に、環境をテー
マに歌で盛り上げながらお話しいただきます。

　東京2020オリンピック・パラリンピックの開催を盛り上げ、大会や競技への理解を図る
ため、「東京2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアー」が行われています。そ
のオリンピック・パラリンピックフラッグが、いよいよ9月11日㈪に松戸市にやってきます。
フラッグの展示期間中は、オリンピック・パラリンピックの競技紹介パネルも展示します。
期間9月11日㈪～13日㈬　時間8時30分～17時（13日は16時まで）　
会場市役所1階連絡通路
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

　7月29日～8月1日に三重県熊野市と浦安市で開催された
「全日本小学生男子・女子ソフトボール大会」に、松戸JSLブ
ルーレイズ（男子）・ホワイトレイズ（女子）が、千葉県代表
として出場しました。大会では全国の強豪チームを相手に立

9月10日㈰ 13時～17時

を考えよう!
松尾貴

た か

臣
お み

氏トーク&ライブ

松戸市にオリンピックフラッグ・パラ
リンピックフラッグがやってきます！

松戸JSLブルーレイズ・ホワイトレイズ

ソフトボール全国大会に出場!

～その志は「もったいない」の精神そのもの～ 

松尾貴臣氏

日時10月7日㈯14時～15時30分（13時30分開場）　会場市民劇場　定員先着300人　費
用無料　※一時保育あり〔申し込みは9月25日㈪までに電話で行政経営課☎366－7311
へ（先着10人、6カ月～未就学児）〕。 ※手話通訳、要約筆記あり。
 当日会場で　
問もったいない運動推進市民会議事務局（行政経営課内）☎366－7311

松戸JSLホワイトレイズ

松戸JSLブルーレイズ

千葉県
代表で

乱舞には
飛び入り
参加も

できます！

幸田よさこい

　松戸市の国際化の促進を図るた
め、松戸市役所では2人目となる国
際交流員を7月31日から任用しま
した。
レー・ガン・ハーさん
出身ベトナム・ハノイ
問文化観光国際課☎366－7327

国際交流員を紹介します

派な戦いを見せてくれました。
　両チームは松戸市ジュニア
ソフトボール連盟に加盟する

チームから選抜された小学6年生の男子18人と、小学4年生
から6年生の女子17人で構成されています。

松戸まつりと
同時開催

新婚カップル（2年以内）・赤ちゃん（応募時に満2歳未満）の写真募集中!
直接またはＥメールに写真データ、件名・住所・氏名(ふりがな)・名字掲載希望の有無・生年月・電話番号・

コメント(50字以内)・市ホームページ掲載希望の有無を記入して、〒271－8588松戸市役所　広報広聴課 
mckouhou@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

平成28年2月生
保育園に行きだして急成長中!ご飯も
おやつもお代わりして楽しく過ごして
る様子!!くりくりお目目の男の子ー !!!

吉よ
し

田だ

志し

優ゆ

ち
ゃ
ん

平成29年2月生
寝がえりゴロりん大好きな
男の子。これからも元気に
大きくなってね。

平成28年3月生
毎日たくさん遊び、よく食べ、元気
いっぱいです。これからもみんなと
楽しい思い出を作っていこうね！

愛あ
い

理り

ち
ゃ
ん

八は
っ

田た

一か
ず

幸ゆ
き

ち
ゃ
ん

　貴重な財産として、今日まで守り伝えられてきた市内
の文化財が、また1つ増えました。東松戸駅から歩いて
10分ほどのところにある、故齋藤トシ氏から市に寄附
された古民家「旧齋藤邸」（紙敷588）の主屋が、市所
有の建造物として初めて国の登録有形文化財に登録さ
れました。「旧齋藤邸」は、明治34年に建築された、
茅
か や

葺
ぶ き

屋根を備える寄
よ せ

棟
む ね

造
づくり

の木造住宅で、江戸時代以降
の農家の建築様式を踏襲しつつ、近代和風建築の要素
が加わった住宅で、古くからの地域の景観を今に伝える
ものとして評価されています。
　この他、明治前期の上流住宅の指標として、歴史的
価値が高いという評価を受けている「旧徳川家松戸戸
定邸」は、国の重要文化財に指定されています。また、
芝生や樹木の植え方に洋風技法を取り入れた「戸定邸
庭園」は、国の名勝に指定されています。現在、この
庭園では、徳川昭武が設計し、完成させた明治期の姿
に復元するための工事を進めています。かつて富士山
を見わたすことができ、桜の花見が行なわれていた東
屋とそれに連なる芝生庭園が復元され、来年度には一般
公開する予定となっています。市内には国・県・市が指
定した53の文化財があります。皆さんもぜひ、文化財
を巡って松戸の歴史を感じていただきたいと思います。
　7月31日から市の国際交流員として市役所で働く、ベ
トナム出身のレー・ガン・ハーさんを紹介します。ハー
さんは「東日本大震災で支え合う日本人の姿を見て、
日本人の良いところを学びたい」と、ベトナムの大学で
日本語の勉強を始め、通訳ができるまでに上達した努
力家です。松戸市は3年後の東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催により、外国人観光客や市内在住の外
国人との交流が活発になっていきます。ハーさんには
市内のイベントへの参加や観光スポットへの訪問を通じ
て、「松戸の良さ」を国内外に発信してほしいと思って
います。また、市内に住むベトナム人の方々が松戸に
住んで良かったと思っていただけるよう、サポートして
ほしいと思っています。ハーさんを街で見かけたら「シ
ンチャオ（こんにちは）」と声をかけてあげてくださいね。

松戸の歴史を感じる文化財

人口と世帯（平成29年8月1日現在） 〔　　〕内は前月比

※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。

人口 488,145 人 〔 +219 〕 男 242,815 人〔 +116〕
世帯 222,309 世帯 〔 +175 〕 女 245,330 人〔 +103〕

市の公式ホームページ
右のQRコードを読み取ること
でアクセスできます。

パソコン・スマートフォン版 モバイル版

2017.9.1
（平成29年）

　市民の皆さんの声を直接お聞きするため、市長専用のFAX（
366－2301）および市ホームページに市長メール送信窓口を設
けています。市政に関する建設的なご意見をお寄せください（住
所・氏名等をご記載ください）。

松戸市長   本
ほん

郷
ごう

谷
や

 健
けん

次
じ

077




