
児童虐待とは

DVとは

　子どもへの虐待・DVは、心身に重大な影響を与え、人権を著しく侵害する行為です。
皆が安心できる安全な地域をつくっていきましょう。
問子ども家庭相談課☎308－7210、 366－3901、 mckodomosoudan@city.matsudo.chiba.jp

11月は児童虐待防止推進月間です
　児童虐待の早期発見・早期対応は、お子さんと保護者を救う第一歩と
なります。「虐待を受けていると思われる子どもがいる」「子育てに悩んで
いる親がいる」そんなお子さんや保護者を見かけた人、出産や子育てに悩
んでいる人はお気軽にご連絡ください。連絡は匿名でも可能です。 連絡
内容に関する秘密は守ります。

　パネルの掲示や松戸まつりで来場者の皆さんと作成したオレンジリボン
ツリー・パープルリボンツリーの展示や花の種等の配布を行います。

◎身体的虐待 =殴る、蹴る、激しく揺さぶるなど身体への暴力
◎性的虐待=子どもへの性的行為、性的行為を見せるなど
◎ネグレクト=食事を与えない、家や自動車の中に放置する、病気になっ
ても病院に連れて行かないなど
◎心理的虐待=言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、
子どもの面前で家族に暴力を振るう（面前DV）など

◎身体的暴力=殴る、蹴る、平手で打つ、物を投げるなど
◎精神的暴力=何を言っても無視する、暴言を浴びせる、外
出を制限するなど
◎性的暴力=性行為の強要、避妊に協力しないなど
◎経済的暴力=収入があるのに生活費を渡さない、外で働く
ことを禁じるなど
◎社会的暴力=人間関係・行動を監視する、実家や友人との
付き合いを制限するなど

  子ども家庭相談課〈婦人相談〉
☎366－3955（平日9時～17時）
  千葉県松戸健康福祉センター（松戸保健所）
☎361－6651（平日9時～17時）
  千葉県女性サポートセンター
☎043－206－8002（24時間365日対応）

  子ども家庭相談課〈家庭児童相談〉 ☎366－3941（平日9時～17時）
  千葉県柏児童相談所  ☎04－7131－7175（平日9時～17時）
  児童相談所全国共通ダイヤル  ☎1
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（24時間365日対応）
  子ども・家庭110番  ☎043－252－1152（24時間365日対応）
※市内全域の小・中学生に「こども相談カード」を配布し、子どもからの
相談にも対応しています。

いちはやく
知らせる勇気  つなぐ声 11月12日㈰から25日㈯は女性に対する

暴力をなくす運動の実施期間です

DV　　　は犯罪ですドメスティック・
バイオレンス

夫婦やパートナーなど親密な関係にある人から
振るわれる暴力のことをいいます。

　配偶者等からの暴力や、生活費を渡してくれない等で悩
んでいませんか。一人で悩まずにご相談ください。

※緊急時は迷わず110番 !通報・連絡・相談先 ※身に危険が迫っているときは、110番または最寄りの警察署へ !
通報・連絡先

オレンジリボンキャンペーン パープルリボンキャンペーン

オレンジリボンには子どもへの虐待防止、
パープルリボンには女性への暴力根絶のメッセージが込められています

家庭での育児が困難なときに、お子さんを一時的に預けることがで
きる「こどもショートステイ」もご活用ください（詳細は 6 面）。

会場市役所1階連絡通路11月13日㈪～17日㈮

オレンジリボン・パープルリボンキャンペーン

子どもへの
虐待・ DV

ドメスティック・
バイオレンス

おかしいなと
思ったら迷わず

連絡を

まずは、知ることから始めよう！
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●保育所(園)・小規模保育事業・認定こども園の利用案内
●公立夜間中学に関するアンケートを実施
●松戸市総合防災訓練
●放課後児童クラブ 新規利用のご案内
●「松戸市立総合医療センター」内覧会



　

募集
します

　 　

問市選挙管理委員会事務局☎366－7386

10月22日執行 衆議院議員総選挙 市立松戸高等学校の

新入生を

秋の火災予防運動秋の火災予防運動

比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

届出
番号 政党等の名称 得票数

千葉県第6区 千葉県第7区 松戸市合計
1 社会民主党 1,735票 916票 2,651票
2 立憲民主党 32,522票 18,453票 50,975票
3 日本維新の会 5,739票 2,490票 8,229票
4 自由民主党 40,585票 23,097票 63,682票
5 幸福実現党 466票 242票 708票
6 希望の党 19,957票 11,482票 31,439票
7 公明党 16,231票 8,390票 24,621票
8 日本共産党 11,212票 6,314票 17,526票

千葉県第6区 千葉県第7区
投票者数 男 65,487人 投票者数 男 35,859人

130,491人 女 65,004人 72,396人 女 36,537人
投票率 男 49.42% 投票率 男 50.81%

48.98% 女 48.54% 50.99% 女 51.18%

※当日有権者数・投票者数には、在外選挙人名簿登録者数も含まれています。
※千葉県全体の結果については、千葉県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

募集定員普通科320人、国際人文科40人　志願資格保護者とと
もに市内在住（国際人文科は千葉県内在住）で、中学校もしくは
これに準ずる学校を卒業、または平成30年3月卒業見込みの人

　前期選抜
　普通科は募集定員の60%以内を学力検査・調査書・面接および
自己表現等、国際人文科は募集定員の100％以内を学力検査・調査
書・面接および作文等で選抜します。
入学願書等提出日時2月2日㈮9時～16時30分・5日㈪9時～16時に
同校で受け付け　学力検査日程・教科2月13日㈫国語・数学・英語・
理科・社会、2月14日㈬面接および自己表現（普通科）、面接および
作文（国際人文科）　結果発表2月20日㈫9時から同校で

　後期選抜
※国際人文科は、前期選抜等で募集定員を満たした場合は実施しま
せん。
入学願書等提出日時2月23日㈮9時～16時30分に同校で受け付け
学力検査日程・教科3月1日㈭国語・数学・英語・理科・社会および
面接（普通科・国際人文科）　結果発表3月7日㈬9時から同校で　
※海外帰国生徒・中国等帰国生徒の特別入学者選抜等については、
同校または学務課にお問い合わせください。

　平成28年中の市内の火災件数は105件で、平成
27年中の火災件数より1件減りました。建物火災

　住宅用火災警報器は、煙や熱を感知して火災発生
をいち早く検知し、音や光で知らせます。
　火災の早期発見、逃げ遅れ防止、早期通報およ
び初期消火により火災の被害を軽減します。

警報音が鳴ったときは 　
　鳴っている警報器を確認して、次のとおり対処しましょう。
◉火災のとき
　•大きな声で知らせましょう
　•避難しましょう
　•119番通報しましょう。可能なら初期消火しましょう
◉火災ではないとき
　•警報停止ボタンを押すか、ひき紐

ひ も

を引いて警報を止めて
　　ください
　•換気を十分に行ってください
◉電池切れのとき
　•電池切れ警報が鳴った場合は新しい器具に交換してください

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

取り付けが困難な人のお手伝いを
しています

　高齢者世帯等への住宅用火災警報器の取
り付け支援事業を行っています。
　申込書は下記協会事務局、各消防署で配
布する他、同協会ホームページにも掲載して
います。
問松戸市防火協会事務局（消防局予防課内）
　☎363－1114、 363－1137

問消防局予防課☎363－1114

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

発生場所 平成28年 平成27年
建物 63件 63件
車両 4件 8件
その他 38件 35件
合計 105件 106件

平
成
28
年

1位  放火 20件
2位  放火の疑い 14件
2位  たばこ 14件
4位  電灯･電話等の配線 11件
5位  こんろ 7件

平
成
27
年

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

火災の主な原因

住宅用火災警報器キャンペーン

11月9日㈭ 9時45分～11時45分
会場市役所1階連絡通路
内容住宅用火災警報器クイズ（先着約30人
にプレゼントあり）、住宅用火災警報器取り
付け困難な高齢者世帯等への取り付け支援
の受け付け等　※その他期間中のイベント
情報は消防局ホームページをご覧ください。

松戸市の結果 問同校☎385－3201、
　学務課☎366－7457

たばこはなぜ危険？
　市内の火災原因で「たばこ」は常に上位にあ
ります。たばこの先端の温度は700度から800
度です。炎は見えなくても、紙くずや枯れ草に
火をつけるのに十分なエネルギーを持っていま
す。また、ふとんなどにたばこの火が燃え移っ
た場合は、消えたと思っていてもくすぶった状態
が続いていることがあります。

平成29年度
全国統一防火標語「火の用心  ことばを形に  習慣に」「火の用心  ことばを形に  習慣に」

件数は昨年と同
じ63件で、火災
全体における建
物火災の割合は
60%です。これ
から空気は乾燥
し、火災が起こ
りやすい季節に
なります。また、
暖房器具を使用
する機会が多く
なります。
　地域や家庭で、
火事を出さない
ように、注意しま
しょう。

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

◉寝たばこは、絶対にしない　◉たばこの投げ捨
ては、しない　◉捨てるときは、水をかけ、火が
完全に消えていることを確認する

住宅火災100件あたりの死者数
住宅用火災警報器の効果

死者数が設置して
いない場合の約2/3に

※出典：総務省消防庁「住宅防火関係」
ホームページ
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消防局
ホームページ

千葉県第6区 千葉県第7区
当日

有権者数 266,430人 男 132,510人 141,969人 男 70,581人
女 133,920人 女 71,388人

小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙

届出
番号 候補者氏名 得票数 届出

番号 候補者氏名 得票数

1 遠藤　のぶひこ 17,063票 1 わたなべ　隆夫 5,361票
2 生方　幸夫 47,829票 2 さいとう　健 38,061票
3 渡辺　ひろみち 54,797票 3 石塚　さだみち 17,875票
4 星　けんたろう 7,336票 4 はたの　里奈 9,643票
投票者数 男 65,491人 投票者数 男 35,861人

130,490人 女 64,999人 72,398人 女 36,537人
投票率 男 49.42% 投票率 男 50.81%

48.98% 女 48.54% 51.00% 女 51.18%
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●広報まつど　2017年（平成 29年）11月1日

五香消防署に救急車の適正利用を呼びかける看板を設置しました。



保育所(園)・小規模保育事業・認定こども園の利用案内 問幼児保育課
　☎366－7351

　必要な書類は11月1日㈬から幼児保育課および下記一覧表にある
保育所（園）および小規模保育実施施設で配布する他、市ホームペー
ジからダウンロードできます。　※平成30年度新設園は除く。

申請期間11月6日㈪～12月8日㈮
(平成30年4月から新規で利用する場合)
※平成30年5月以降は、利用希望月の前々月末日が申請期限です。

申し込み
方法

■ 市内保育所（園）一覧

■ 市内小規模保育事業施設一覧

＝平成30年4月1日開園予定の保育施設　 ＝夜間
設置主体について

＝社会福祉法人　 ＝市立　 ＝有限会社　 ＝学校法人
＝合同会社　 ＝株式会社　 ＝特定非営利活動法人

年齢資格 施設名（連携施設） 設置主体 住所 問い合わせ 開所時間

産
休
明
け
〜
３
歳
未
満

へいわオリーブ保育室 松戸1344の1エンデュランス松戸1階 ☎712－1933 Ｃ
へいわこえだ保育室 松戸1227の1アンセイエ松戸3階 ☎382－5001 Ｃ
ゆいまーる保育園 松戸1129の1ニューパウリスタビル1階 ☎362－2215 I
中央公園前保育園第1(仮) 松戸1139の2 ☎080－9820－7889(㈱せぶん) Ｃ
中央公園前保育園第2(仮) 松戸1139の2 ☎080－9820－7889(㈱せぶん) Ｃ

ケヤキッズベビールーム 本町12の17秋本ビル101 ☎368－5120 A
ケヤキッズスマイルルーム 根本12の2 ☎710－6336 Ａ
野菊野こども園松戸ステーションルーム 根本2の16プランティーク2階 ☎330－2031 A
いたるルーム(仮) 栄町3の183 ☎362－1530( さわらび保育園 ) A

オハナキッズルーム矢切 三矢小台3の9の10三矢小台ビル1階 ☎711－6201 Ｃ
ひなた保育園 下矢切75の1矢切ビル1階 ☎710－0611 Ｃ
つぼみルーム(仮) 上矢切1131 ☎368－7811( つぼみ保育園 ) Ａ

小山保育ルーム 小山257の1 ☎393－8615 Ａ
野菊野こども園松戸駅西口ルーム 本町14の18松戸トシオビル1階 ☎382－6870 A
ドルチェルーム松飛台 紙敷1の29の5 ☎388－5050 Ａ
東松戸ニコニコ保育園 東松戸1の2の3 ☎710－3636 Ｃ
フレンドキッズランド東松戸園(仮) 東松戸4の8の6 ☎048－792－0700（㈱ルシェル） C

ほほえみ保育園 秋山1の11の10 ☎312－7623 Ｃ
みのり台エンゼル保育園 稔台7の14の3エンゼル21 1階 ☎368－3377 Ａ
八景台保育園たんぽぽルーム 松戸新田373ガーデンビレッジ106 ☎710－8135 A
キッズルームいずみ松戸新田 松戸新田256の2ニュー草野1階 ☎703－7190 Ｃ
はなみずきこども園五香ルーム 常盤平5の11の23インシュランスビル2の102 ☎711－9975 Ａ
金ヶ作保育園なのはなルーム 常盤平3の13の3スリーアベニュー1階 ☎701－5313 A
金ケ作保育園元山駅なのはなルーム 五香南1の5の1新京成元山駅ビル3階 ☎712－2601 Ａ
ひぐらし中央保育園 日暮5の190ドリーム八柱2階 ☎394－5558 B
ひぐらし第二中央保育園(仮) 日暮5の190ドリーム八柱1階 ☎389－9525（㈲伸栄商事） B

ゆいまーる保育園中和倉 中和倉175の2 ☎712－1507 Ｉ
京進のほいくえんHOPPA新松戸園 二ツ木757の1ラックフィールド1階 ☎393－8501 Ｃ
さわらびドリーム保育園馬橋ルーム 馬橋179の1馬橋ステーションモール1階 ☎712－1745 A
さわらびドリーム保育園馬橋第二ルーム 馬橋179の1馬橋ステーションモール1階 ☎710－9880 Ｌ

星のおうち新松戸 新松戸3の129の1 ☎712－2494 Ｃ
ミルキーホーム新松戸 新松戸4の28の1ジュネシオン新松戸1階 ☎344－4248 Ｃ
こすもすベビールーム新松戸 新松戸1の186第2ロイヤルマンション101 ☎382－6501 Ｃ
こすもすベビールーム新松戸第2ルーム 新松戸1の232 ☎382－6844 Ｃ
新松戸すずらん保育園 新松戸3の127 ☎712－1970 Ｃ
新松戸第二すずらん保育園(仮) 新松戸5の158の1 ☎048－421－4450（㈱アブロード） A
ここりの森保育園新松戸(仮) 新松戸6の1の3 ☎048－525－8888（プラリコ㈱） Ｃ

小金城趾グレース保育園ノーチェルーム 横須賀1の20の2 ☎711－9120 Ａ

１
歳
〜
３
歳
未
満

栄町ルーム(仮) 栄町3の183 ☎362－1530( さわらび保育園 ) A
のびろルーム(仮) 栄町3の183 ☎362－1530( さわらび保育園 ) A
和名ケ谷ひまわり保育園胡録台ルーム(仮) 胡録台326の40 ☎711－6603（ひまわり保育園） A
こすもすベビールーム馬橋(仮) 西馬橋広手町40の1秀栄ビル102 ☎382－6844（こすもす第2） C

野菊野こども園野菊野ルーム 野菊野7の2 ☎712－0883 A
上本郷保育園ひまわりルーム 上本郷907の4アーバンライフ安田 ☎368－2305 Ａ
ピッコリーノ保育園 上本郷2672の9新京成上本郷駅ビル2階 ☎712－1152 Ｊ
さわらび保育園北松戸ルーム 上本郷867の5サポーレ北松戸101 ☎712－2180 A
へいわこばと保育室 松戸1227の1アンセイエ松戸2階 ☎712－2620 Ｃ
へいわちいろば保育室 松戸1227の1アンセイエ松戸2階 ☎712－2621 Ｃ
へいわかしの木保育室 松戸1333コスモ松戸ステーションスクエア1階 ☎718－6145 Ｃ
へいわみのり保育室 松戸1227の1アンセイエ松戸3階 ☎382－5002 Ｃ
コモレビナーサリー 東松戸2の2の14 ☎384－0006 Ｊ
はなみずきこども園八柱ルーム 日暮2の3の15グリーンプラザ八柱第一101 ☎711－9155 Ａ
ときわ平保育園さくらんぼルーム 常盤平2の9の3 1階 ☎702－3212 Ａ
こうぜん保育園いずみ 六実5の1の26 ☎311－3711 Ａ
けやきの森保育園せんだぼり 千駄堀1598 ☎374－6605 Ａ
新松戸幼稚園おひさまルーム 新松戸3の256 ☎344－4199 Ｉ
北小金グレース保育園ノーチェルーム 小金2の15北小金ピコティ西館108 ☎711－5780 Ａ

年齢資格 保育所（園）名 設置主体 住所 問い合わせ 開所時間
産休明け

～

3歳未満

松戸ひばり保育園 西馬橋1の28の16 ☎346－0336 A
新松戸ベビーホーム 新松戸6の118の1 ☎344－3222 A
若芝保育園 小金原8の19の20 ☎343－1762 A

産休明け

ナーサリースクール
いずみ新松戸(仮) 新松戸北1の11の15 ☎03－3605－3341

（東京いずみ幼稚園） C

つぼみ保育園 上矢切1101の2 ☎368－7811 A
松戸南保育園 小山523の5 ☎368－0366 A
小羊保育園 上矢切113 ☎362－5916 A
第一平和保育園 岩瀬608の6 ☎367－0123 A
第二平和保育園 松戸1394 ☎367－0105 C
第三平和保育園 小根本161の3 ☎710－6651 A
保育園きぼうのたから 本町13の9 ☎308－3088 E
保育園きぼうのつばさ 根本12の16 ☎710－9939 E
和名ケ谷ひまわり保育園 和名ケ谷1104の1 ☎711－6603 E
松戸ミドリ保育園 仲井町1の32の6 ☎308－2866 K
上本郷保育園 上本郷2292 ☎366－0675 A
東松戸保育園 紙敷3の8の11 ☎387－4001 A
音のゆりかご保育園 東松戸1の2の34 ☎712－1056 A
桜花保育園 東松戸2の16の4 ☎383－8555 J
グローバリーキッズ 高塚新田450の11 ☎312－8228 F
秋山･学びの保育園 秋山2の5の1 ☎710－8623 A
梨の花保育園 高塚新田488の10 ☎711－9880 E
佑和保育園 紙敷1194の4 ☎711－6913 A
東進ワールドキッズ 紙敷1の38の8 ☎369－7775 E
和ほいくえん 秋山45の2 ☎710－7753 A
稔台保育園 稔台2の12の1 ☎362－5536 A
子すずめ保育園 日暮1の8の4 ☎387－9874 A
八景台保育園 松戸新田605の58 ☎364－7802 A
五香子すずめ保育園 五香2の35の8 ☎712－2111 A
金ケ作保育園 金ケ作306 ☎385－8863 A
三空保育園 金ケ作216の10 ☎384－6959 A
ときわ平保育園 常盤平西窪町11の7 ☎387－6762 A
常盤平駅前ナーサリースクール 常盤平3の1の1 ☎394－0331 D
松飛台保育所 五香西4の44の1 ☎384－2421 A

年齢資格 保育所（園）名 設置主体 住所 問い合わせ 開所時間

産休明け

六高台保育園 六実6の13の2 ☎394－5161 A
こうぜん保育園 六実5の1の1 ☎311－3711 A
さわらび保育園 栄町3の185の1 ☎362－1530 A
さわらびドリーム保育園 栄町3の185の1 ☎703－3838 H

こすもす保育園 栄町西3の1049 ☎367－7775 E
いわさき保育園 西馬橋3の49の2 ☎341－0941 A
けやきの森保育園 中和倉331 ☎344－5026 A
ゆめのみ保育園 西馬橋蔵元町134の1 ☎701－7755 G
東進ポップキッズ 新松戸1の345の2 ☎340－3434 E
みなみ新松戸保育園 新松戸1の82 ☎340－3730 E
小金西グレース保育園 新松戸北2の11の3 ☎345－4994 A
大金平グレース保育園 大金平3の132の1 ☎382－6181 A
北小金グレース保育園 殿平賀200の11 ☎348－3880 E
さくら保育園 小金原4の37の15 ☎342－0661 A
貝の花保育園 小金原8の11の1 ☎344－0020 A
二十世紀ケ丘保育所 二十世紀ケ丘戸山町73 ☎391－2200 A

6カ月
以上

松ケ丘保育所 松戸新田554の2 ☎368－9191 A
北松戸保育所 上本郷3870 ☎362－8282 A
梨香台保育所 高塚新田494の9 ☎391－3710 A
八柱保育所 日暮4の5の2 ☎392－2955 A
牧の原保育所 牧の原2の73 ☎385－0997 A
六実保育所 六高台1の40 ☎385－0998 A
古ケ崎保育所 古ケ崎4の3617 ☎367－9981 A
古ケ崎第二保育所 古ケ崎1の2994の2 ☎363－4004 A
馬橋保育園 三ケ月1534 ☎342－1097 A
馬橋西保育所 西馬橋広手町123 ☎344－8001 A
新松戸中央保育所 新松戸3の111 ☎344－7221 A
新松戸南部保育所 新松戸南2の17 ☎344－0010 A
新松戸北保育所 新松戸7の145の3 ☎346－5161 A
小金北保育所 中金杉3の192 ☎344－4155 A
小金保育園 小金444の54 ☎341－2644 A
小金原保育所 小金原6の4の2 ☎341－2643 A
コアラ保育所 小金原4の6 ☎343－1262 A

3歳以上 ケヤキッズ保育園 古ケ崎1の3073 ☎703－8805 A

Ｇ… ㈪～㈮＝7:00～20:00、㈯＝7:00～20:00
Ｈ… ㈪～㈮＝7:00～24:00、㈯＝7:00～22:00
Ｉ… ㈪～㈮＝7:30～18:30、㈯＝7:30～18:30
Ｊ… ㈪～㈮＝7:30～19:30、㈯＝7:30～18:30
Ｋ… ㈪～㈮＝7:30～20:00、㈯＝7:30～18:30
Ｌ… ㈪～㈮＝8:00～22:00、㈯＝8:00～20:00

 A… ㈪～㈮＝7:00～19:00、㈯＝7:00～18:00
Ｂ… ㈪～㈮＝7:00～19:00、㈯＝7:30～18:30
Ｃ… ㈪～㈮＝7:00～19:00、㈯＝7:00～19:00
Ｄ… ㈪～㈮＝7:00～19:30、㈯＝7:00～18:00
Ｅ… ㈪～㈮＝7:00～20:00、㈯＝7:00～18:00
Ｆ… ㈪～㈮＝7:00～20:00、㈯＝7:00～19:00

■ 市内認定こども園（幼稚園型）

園名 住所 問い合わせ 開所
時間

松戸認定子ども園
（栴

せん

檀
だん

幼稚園）
常盤平2の31の2 ☎387－0875 C

東京認定こども園
（牧の原栴

せん

檀
だん

幼稚園）
牧の原2の5 ☎385－0907 C

設置主体＝ 　年齢資格3歳～5歳

■ 市内認定こども園（幼保連携型）

園名 住所 問い合わせ 開所
時間

野菊野こども園 野菊野5 ☎365－8385 A

はなみずきこども園 常盤平
3の25の2 ☎383－8731 E

耀きの森幼児舎 紙敷1080の1 ☎710－0002 J

認定こども園
風の丘（仮） 大橋298の1 ☎375－2700

（風の谷こども園） A

設置主体＝ 　年齢資格産休明け

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

小規模保育事業施設って?
　保育ニーズの高い2歳児までを、少人数
（定員6人～19人）で預かる施設です。市
では送迎が便利な市内全駅の駅前・駅中
を中心に積極的に整備しています。

認定こども園って?
　保育所（園）と幼稚園の両方の機能を持
つ施設です。申請の際には、就労や妊娠･
出産等の保育を必要とする事由に該当する
場合は幼児保育課へ、通常の幼稚園の教
育時間（4時間程度）を希望する場合は各
施設へ直接お申し込みください。

3
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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。  問同消防署☎387－0119



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

松戸都市計画地区計画八ケ崎二丁目地
区地区計画の変更原案の縦覧
縦覧期間11/2㈭～16㈭8時30分～17時
（平日のみ）縦覧場所 都市計画課 八ケ
崎二丁目の一部 同課☎366－7372

市民税課短期アルバイト募集
期間H30/1/15㈪～3/30㈮の平日週4
日9時45分～16時 パソコン操作ができ
る事務経験者または学生募集人数10人程
度時給 880円（別途交通費支給） 写真
を添付した履歴書を直接同課へ持参　※
提出の際に面談あり（要事前連絡） 同
課☎366－7322

宝くじの助成金で和太鼓を購入しました
　（一財）自治総合センターは、一般コミュ
ニティ助成事業として、大江戸助六流太
鼓菖

しょう

友
ゆう

會
かい

に助成しました。宝くじの収入
を財源に、コミュニティ活動への助成を通
じて、地域の健全な発展を図っています
市民自治課☎366－7318

平成30年度千葉県生涯大学校学生募集
健康、仲間づくり、社会参加に興味が

ある県内在住の原則60歳以上募集期間
11/10㈮～12/28㈭ 願書配布場所 同校各
学園、高齢者支援課他　※郵送希望者
はお問い合わせください 同校☎043－
266－4705

文化財整理作業調査員（臨時職員）募集
期間H30/2/28㈬までの平日9時～16時
業務内容 発掘調査に伴う報告書刊行業
務、整理作業指導および整理員の管理
他勤務地北部小学校内 以下に該当する
人●大学（考古学専攻）を卒業または同
等の知識・技術を有する●発掘調査およ

び整理作業の経験がある●編集作業に従
事できる募集人数若干名賃金日給8,400
円（別途交通費支給）選考方法書類審査、
個別面接 平成30年1月末までに、発掘
調査臨時職員登録票（指定様式）、履歴書、
発掘調査・整理作業歴（任意様式）を直
接または郵送で〒271－8588松戸市役所
社会教育課文化財班（☎366－7462）へ

講座・講演・催し

中退経験者のための進路相談ウィーク
　これから先の進路に迷っている人、一
緒に考えてみませんか？　※秘密厳守
11/1㈬～11㈯各10時・11時・13時・14
時から（1回50分程度） まつど地域若
者サポートステーション、勤労会館 15
歳～39歳の人またはその保護者、学校
関係者 電話で同ステーション☎703－
8301へ

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
11/2㈭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

晴
は る

香
か

園
え ん

フェスタ（模擬店・遊びコーナー）
11/3㈷10時30分～13時30分〔雨天決

行〕 同園・根木内こども館 同園・大
野☎345－2722

シニア交流センターまつり
11/4㈯10時～14時 同センター　

※9時20分から随時馬橋駅西口から臨時
の無料送迎バスあり 旭町小・中学校吹
奏楽部による演奏、おやこDE広場による
フリーマーケット等 同センター☎343－
0521

松戸駅デッキステージイベント
①11/5㈰13時～17時②11/11㈯11時～

17時③11/18㈯15時～18時④11/26㈰
11時～16時 松戸駅西口デッキステー
ジ ①松戸和太鼓連盟の響演②E-JAM
コンサート③イルミネーション点灯式④第
二中学校・市立松戸高校・聖徳大学クリ
スマス演奏会 松戸駅周辺商業協同組合
☎365－0100

ふれあい教室「朗読をきくかい」
11/8㈬10時～11時30分 ふれあい

22 松戸朗読奉仕会会員による短編・
エッセー等の朗読 障害者手帳を持って
いる人等 障害者福祉センター☎383－
7111

千葉県福祉機器展
①11/10㈮12時～17時②11/11㈯10

時～16時 千葉県福祉ふれあいプラザ
（JR我孫子駅下車） 展示および講演①
認知症になっても安心・安全に暮らせるま
ちをめざして他②日本の福祉の母光明皇
后と聖武天皇他（講演のみ要申込） 電
話で同プラザ☎04－7165－2886へ

古民家「旧齋藤邸」を描こう!
11/10㈮・15㈬、12/1㈮・6㈬各10時

30分に旧齋藤邸集合、最長15時まで。
終了後各自解散（複数日参加可）　※学習
支援専門員のサポートあり 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

再生自転車を販売（防犯登録付き）
11/11㈯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25台程度価格 5,000円～12,000円
(公社)松戸市シルバー人材センター☎
330－5005

平成29年分年末調整等説明会
①11/7㈫②11/8㈬③11/9㈭各13時

30分～16時 ①鎌ケ谷市総合福祉保健
センター②流山市文化会館③市民会館
法定調書の書き方等　※公共交通機関等
をご利用ください 松戸税務署法人課税
第2部門☎363－1171

介護支援ボランティア登録説明会
　市内高齢者施設、障がい者施設、放
課後児童クラブ等でボランティア活動を
行うと、活動に応じて年間最大5千円の
交付金の受け取りまたは障がい者就労施
設の商品と交換できます ①11/10㈮②
12/1㈮ ③1/10㈬ 各13時30分 ～15時
30分 ①六実市民センター別館②新松
戸市民センター③小金原市民センター
市内在住の65歳以上 各先着30人 介
護保険被保険者証、印鑑、筆記用具
①11/7㈫②11/28㈫③1/5㈮までに、
電話で(社福)松戸市社会福祉協議会ボラ
ンティアセンター☎362－5963へ

常盤平老人福祉センター（さくらセン
ター）文化祭
①作品展示 11/11㈯・12㈰各9時～
16時（12㈰は15時30分まで） 華道、
友禅染色、茶道、手芸、陶芸、書道②
文化祭将棋大会 11/11㈯13時から
トーナメント戦（入賞者に賞品あり） 市
内在住の60歳以上 先着若干名 当日
会場で 同センター☎382－5125

ちば里山カレッジ　フォローアップ研修
11/25㈯8時45分NTTビル（千葉駅

下車）前集合、16時30分解散（バス移動）
先着30人 1,500円（保険料、資料

代） 11/20㈪までに、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

　協働事業提案制度って？
　市民活動団体や事業者と市の担当課が、さまざ
まな地域課題の解決に向けて、事業の企画から実
施までを協力して行う制度です。
　市民活動助成制度って？
　地域課題を解決する新たな活動の立ち上げや、既
存事業の活動をさらに発展させるための制度です。
日時11月19日㈰　※時間等の詳細に
ついては、市ホームページ等でお知
らせします。 会場ゆうまつど
 当日会場で
問市民自治課☎366－7062

アンケート実施方法
●市教育委員会
のホームページ
から回答

●はがきで回答
　各支所・市民センター、
市内公共施設にあります。
詳しい設置場所はお問い合
わせください。

アンケート実施期間
平成30年1月31日㈬まで

市には公立の夜間中学はありません。夜間中学の新規開設について、あなたの意見を聞かせてください。

　夜の時間等に授業を行う公立中学校の夜間学級
です。現在、全国に31校が設置されています。
　夜間中学では、さまざまな理由により義務教育
を修了できなかった人や、不登校等のためにほと
んど学校に通えなかった人、本国で義務教育を修
了していない外国籍の人などが学んでいます。

●週5日、毎日授業があります
●昼間の中学校と同じ教科を勉強します
●教員免許を持っている公立中学校の先生が教え
　てくれます
●全ての課程を修了すれば、中学校卒業となります
●授業料は無償です

時間各10時～16時　対象借金問題、出会い系サイト、金融商品などの消費者問
題でお悩みの人　定員各先着12人　費用無料
 11月2日㈭から、電話で各申し込み先へ

平成30年度実施分  協働事業
市民活動助成事業 公開プレ
ゼンテーション審査

  弁護士による消費者問題無料相談会
（6市合同）要申込

問教育企画課
　☎366－7455

夜間中学
に通うと

市教育委員会
ホームページ
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ようもうしこみ

夜間中学
って？

公立夜間中学に関するアンケート公立夜間中学に関するアンケートを実施しています

市ホームページ

日程 会場 申し込み先
11/11㈯ 我孫子市消費生活センター 我孫子市消費生活センター☎04－7185－1469
11/13㈪ 鎌ケ谷市役所相談室 鎌ケ谷市消費生活センター☎047－445－1240
11/14㈫ 流山市消費生活センター 流山市消費生活センター☎04－7158－0999
11/15㈬ 松戸市勤労会館 松戸市消費生活課☎366－7329
11/17㈮ 野田市役所市民相談室 野田市消費生活センター☎04－7123－1084
11/18㈯ 柏市消費生活センター 柏市消費生活センター☎04－7163－5853

問消費生活課☎366－7329

4 平成29年度木造住宅耐震診断・耐震改修の補助金の申し込み締め切りは、11月30日㈭です。
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11月14日㈫11時から

　いつ発生するかわからない大規模地震、大雨や土砂災害、台風等による甚大な被害が予想され
る場合、市では早めの対応を行っています。いざというときに地域住民・学校関連・防災関係機
関等が連携して適切な行動をとるため、避難所開設運営訓練を柱とする総合防災訓練を行います。

会場根木内中学校
      （駐車場は根木内小学校）
◉避難所運営訓練避難所でプライバ
シーを保護できるパーテーションの
設営や、仮設トイレの組み立て
◉研修体験ブース初期消火訓練や土
のう積み訓練、防災啓発、聴覚障が
い者への情報伝達について
◉車両展示ブース消防車両、白バ
イ、給水車、特殊車両の展示等
◉トリアージ訓練医療関係者が怪

け

我
が

の状態により診療や搬送の順位付け
をする訓練
◉炊き出し訓練陸上自衛隊松戸駐
屯地の自衛隊カレーを無料で提供

　災害対策本部を立ち上げ、市
内約180カ所の公共施設等から
の情報収集訓練を行います。

◉避難所運営訓練
　いざというとき、地域の皆さんの力で避難所を立ち上げ、運営できること
が重要です。そのため、H

ハ グ

UG※によるシミュレーション訓練、避難所セッティ
ング訓練、避難所運営訓練等を小・中学校および町会・自治会が選択して行
います。また、一部の老人福祉センターおよび市民センターでは、要介護認
定者や障がい者で特別な配慮が必要な人が避難生活をする福祉避難所の開設
訓練を行います。
※HUG（ハグ=避難所運営
ゲーム）=避難所に見立てた平
面図に避難者を適切に配置す
る模擬体験。
◉物資供給訓練
　物資集配拠点に支援物資を
集積し、避難所運営訓練を実施
している各会場へ輸送します。

松 戸 市 総 合 防 災 訓 練松 戸 市 総 合 防 災 訓 練
11月11日㈯
 9時20分～12時

問危機管理課☎366－7309

訓練会場 訓練予定時間
北部小学校 9時～11時
高木第二小学校 9時～11時
上本郷小学校 9時～11時
松飛台小学校 9時～11時30分
松ケ丘小学校 9時～11時
古ケ崎小学校 9時～11時30分
六実第二小学校 9時～11時30分
六実第三小学校 8時30分～12時

防災行政無線を使った
全国一斉

情報伝達訓練

　災害時に、全国瞬時警報システム（J
ジェイ

-A
アラート

LERT）を通じて送ら
れてくる国からの緊急情報を、防災行政無線で放送する訓練で
す。 ※一部、機器調整中のため作動しない箇所があります。
J-ALERTとは地震や津波、武力攻撃などの緊急情報を、国か
ら人工衛星などを通じて瞬時に伝達するシステムです。

いざいざ
とというときいうとき
に備えてに備えて

合唱・合奏で全国・関東大会等で優秀な
成績を収めた学校の演奏を披露
11/11㈯9時45分～11時30分 森の

ホール21大ホール 出場予定校 合唱の部:
第一中、第四中　合奏の部:第一中、第
四中、第五中、第六中、小金中、市立松
戸高　※満席の場合は入場制限あり 指
導課☎366－7458

人権擁護委員が「女性の人権ホットライ
ン」を通じて、相談に応じます
11/13㈪～17㈮各8時30分～19時、

11/18㈯・19㈰各10時～17時電話番号
☎0570－070－810

市民のための介護力アップ講座
11/14㈫13時～16時 (社福)松戸市

社会福祉協議会 介護の方法等 市内
在住・在勤 先着30人 500円 同協
議会ふれあいサービス☎368－2941

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 11/14㈫10時～10時30分〔雨天
中止〕 つつみ公園（樋野口563）、島

しま

谷
や

台
だい

公園（三ケ月1248） 各先着100人
市民安全課☎366－7285

シティー・ミニコンサート～サクソフォー
ンであの名曲を～
11/15㈬12時15分～12時45分（11

時30分開場） 市役所市議会議場曲目
トスカ・ファンタジー（プッチーニ）他
演奏者榮

さかえ

村
むら

正
しょう

吾
ご

（サクソホン）、渡辺麻里
（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）

上級救命講習会（応急手当の基本から応
用まで）　※修了者には修了証を交付
11/16㈭8時30分～17時 消防局5

階講堂 心肺蘇生法（小児含む）、止血法、
AEDの使用法他 普通救命講習を過去に
受講した市内在住・在勤・在学の中学生以
上 先着40人 11/1㈬・2㈭の各9時～
16時に、電話で救急課☎363－1145へ

中高年齢者仕事説明会・個別相談会
　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 ①11/16
㈭10時～11時30分②12/5㈫10時～11
時30分 ①ゆうまつど②六実市民セン
ター おおむね60歳以上 各先着30人
電話で高齢者支援課☎366－7346へ

福祉カー運転ボランティア養成講座
11/16㈭13時～16時 (社福)松戸市

社会福祉協議会 運転免許証を持つ高齢
者講習に該当しない人 先着5人 11/ 
10㈮までに、電話で同協議会ボランティ
アセンター☎362－5963へ

松戸伝統工芸技術展
11/16㈭13時～17時、11/17㈮10時

～16時 松戸商工会議所 同会議所経
営支援課☎364－3111

松戸市戦没者追悼式
11/18㈯14時～15時

40分 市民会館 地域
福祉課☎366－3019

NPO・市民活動よろず相談室「人を巻き
込み主体性を育む、あたたかい組織のつ
くり方」
11/21㈫18時～20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

法律専門家による養育費等の移動相談
11/25㈯13時～16時（40分程度、要予

約、一時預かりあり） 柏市役所 電話で
（一財）千葉県母子寡婦福祉連合会事務
局☎043－222－5818（㈪～㈮の9時30
分～16時30分）へ

コミュニティリーダー育成シリーズ～組
織づくりの基本編～
11/18㈯13時30分～16時30分 まつ

ど市民活動サポートセンター NPO CR
ファクトリー・豊田有希氏 先着15人
電話またはEメールで☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-sc.comへ

図書館活用講座「世界の図書館を旅して
～市民の知と学びの未来像～」
12/2㈯14時～16時 市民会館 先

着100人 図書館☎365－5115

千葉県民のつどい
12/3㈰13時～16時 千葉県教育会館

（千葉市） 犯罪被害者の実情、被害者
支援を考える講演や音楽会等 11/28㈫
までに、電話で(公社)千葉犯罪被害者支
援センター事務局☎043－225－5451へ

国際交流パーティー（立食・催し物あり）
12/17㈰13時30分～15時30分 森

のホール21レセプションホール 3,000円
（外国人2,000円、会員は各1,000円引き）、
小・中学生500円、小学生未満無料 先
着300人 12/1㈮までに、現金を持参
して、直接（公財）松戸市国際交流協会（京
葉ガスF松戸第2ビル5階）へ　※その他
の申し込み方法は同協会ホームページを
ご覧ください 同協会☎366－7310

外国人おもてなし語学ボランティア育成
講座〔全3回〕
1/11㈭13時～16時30分、1/18㈭・25

㈭各10時～15時30分 ゆうまつど
40人（抽選） 全日程参加できる県内在
住・在勤・在学の15歳以上（中学生を除く）

11/7㈫～12/7㈭に、千葉県ホームペー
ジ内申し込みフォームから 県環境生活部
県民生活・文化課☎043－223－4147

4日間で創業計画を作る無料創業スクー
ル〔全4回〕
1/13㈯・20㈯・27㈯、2/3㈯各10時～

16時 船橋市勤労市民センター 中小
企業診断士 先着30人 電話で千葉県
信用保証協会☎043－311－5001また
は同協会ホームページで　※本講座を受
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

後期ビジネス・キャリア検定試験
2/18㈰ 受付期間 12/15㈮まで　※受験

料等詳細は中央職業能力開発協会ホーム
ページで 同事務局☎03－3233－6810

会 議

公民館運営審議会
11/9㈭18時から 京葉ガスF松戸ビ

ル5階会議室（傍聴は開会10分前まで受
け付け） 生涯学習推進課☎367－7810

松戸市男女共同参画推進協議会
11/15㈬14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
11/16㈭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

国民健康保険運営協議会
11/17㈮13時30分から 市役所新館

7階大会議室傍聴定員先着5人程度（開会
30分前まで国民健康保険課窓口で受け付
け） 同課企画調整班☎366－7307

　メーン会場での訓練

無線通信訓練

　市内全体で行う各種訓練

炊事車でカレーを作ります炊事車でカレーを作ります HUGを行っている様子HUGを行っている様子

11月11日㈯に避難所運営訓練を
する学校

補助金の申請をする際は、耐震診断および耐震改修の契約前に建築指導課（☎366－7368）にお問い合わせください。 5
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市ホームページ

小学校名 クラブ名 電話番号 説明会開催日
 (社福)小金原福祉会
常盤平第三 風の子 ☎388－7724 11/  1㈬就学時健診後　★
根木内 根木内 ☎345－0454 クラブに直接問い合わせ
八ケ崎第二 八ケ崎第二 ☎341－8423 11/21㈫就学時健診後　★
馬橋 馬橋 ☎344－9681 11/17㈮就学時健診後　★
(社福)ピスティスの会
相模台 相模台 ☎700－5225 クラブに直接問い合わせ
中部 中部 ☎364－2625 クラブに直接問い合わせ
馬橋北 馬橋北 ☎701－7441 クラブに直接問い合わせ
 (社福)ほほえみの会
柿ノ木台 たんぽぽ ☎367－7232 11/  8㈬就学時健診後
東部 東部 ☎392－7809 11/22㈬就学時健診後
南部 南部なかよし ☎365－1771 11/  1㈬就学時健診後
矢切 やきり ☎368－9036 11/15㈬就学時健診後
 (社福)松戸福祉会
旭町 旭どんぐり ☎348－3061 11/  9㈭就学時健診後
上本郷第二 上本郷第二 ☎368－8162 クラブに直接問い合わせ
古ケ崎 古ケ崎 ☎361－1842 11/  2㈭就学時健診後
松ケ丘 胡録台 ☎701－8707 11/  1㈬就学時健診後
 ＮＰＯねばぁらんど
栗ケ沢 栗っ子 ☎344－4472 11/10㈮就学時健診後　★
幸谷 幸谷 ☎348－4222 11/  8㈬就学時健診後　★
小金 小金 ☎341－0406 11/28㈫就学時健診後　★
新松戸西 あかしあ ☎341－7077 11/15㈬就学時健診後　★
新松戸南 新松戸 ☎340－3740 クラブに直接問い合わせ
松飛台 松飛台 ☎387－6979 11/10㈮就学時健診後　★
六実 ひまわり ☎384－0206 クラブに直接問い合わせ
社福・晴香
殿平賀 殿平賀 ☎343－7768 クラブに直接問い合わせ
六実第三 六実第三 ☎388－9700 11/  9㈭就学時健診後　★

小学校名 クラブ名 電話番号 説明会開催日
 ＮＰＯ松戸市学童保育の会
大橋 大橋ありのみ ☎391－2617 クラブに直接問い合わせ
貝の花 小金原 ☎345－0401 11/21㈫就学時健診後
上本郷 上本郷 ☎365－3276 クラブに直接問い合わせ
河原塚 八柱 ☎392－5420 11/22㈬就学時健診後
小金北 小金北 ☎344－9735 クラブに直接問い合わせ
寒風台 寒風台わんぱく ☎363－8400 クラブに直接問い合わせ
高木 高木 ☎389－5656 クラブに直接問い合わせ
高木第二 ひまわり第二 ☎385－5670 クラブに直接問い合わせ
八ケ崎 八ケ崎 ☎345－9322 11/16㈭就学時健診後
北部 松戸中央 ☎363－4110 クラブに直接問い合わせ
横須賀 横須賀 ☎345－6164 11/  8㈬就学時健診後
梨香台 高塚 ☎391－4758 11/  2㈭就学時健診後
 ＮＰＯ ＭＡＳＣ
常盤平第一 常盤平第一 ☎385－5515 11/25㈯17時～　◆
常盤平第二 常盤平第二 ☎387－2670 11/11㈯13時～　◆
牧野原 牧の原 ☎384－4553 11/25㈯17時～　◆
 NPO学童保育杉の子会 

稔台 杉の子会 ☎362－4857 11/17㈮19時30分～、
11/18㈯14時～　◆

 （社福）さわらび福祉会
東松戸 東松戸 ☎710－5222 11/14㈫就学時健診後
和名ケ谷 和名ケ谷 ☎391－8758 11/  9㈭就学時健診後
 ＮＰＯすまいるキッズ　※４回とも同様の内容で開催します。

金ケ作 金ケ作 ☎311－1572 12/  2㈯10時～、16時～　◆
松飛台第二 松飛台第二 ☎387－3147 11/25㈯10時～　◆
六実第二 六実第二 ☎384－2388 11/25㈯13時～　◆

★=就学時健診後、クラブ施設内で個別説明会を実施します。
◆=就学時健診時の説明の他に、個別説明会を実施します。

病後児保育施設「ラポール マツド」が 病児保育 もはじめました

子どものキャリア連続講座 要申込

　病気のため、集団保育や家庭保育が困難なお子さんをお預かりしま
す（要予約）。
日時平日8時30分～18時30分　所在地市民劇場近く　対象生後57日
目～小学6年生　定員6人　持ち物母子手帳、保険証等、証明書（必
要な場合）、哺乳瓶・粉ミルク（必要な場合）、お気に入りのおもちゃ・本、
薬（かかりつけ医からもらっている場合のみ）、着替え一式2組、肌着
2～3着、パンツまたは紙オムツとお尻拭き、ハンドタオル2枚、布団
に巻くバスタオル2枚、食事用エプロン、ビニール袋（汚れ物用）
費用4時間以内1,200円、以降1時間300円　※非課税世帯は無料。

　小学校での1日の生活、年間の行事、入学前に身につけておきたい「力」
などについて、元教員の社会教育指導員と共に考えてみませんか。
日時11月28日㈫10時30分～12時　会場文化ホール内フューチャーセンター　
対象市内在住・在勤の来春小学校に入学する子の保護者　定員先着25人　費用無料
※一時預かりあり（1歳6カ月～3歳）。

電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

時間10時～12時　会場ゆうまつど　定員先着40人（初めての人優先）
費用無料　※一時預かりあり（先着8人、 6カ月～小学2年生）
 電話・FAXまたは市ホームページで、男女共同参画課☎364－8778、

364－7888へ

日程 内容 講師
12/  5 ㈫ 思春期になってあわてない！親が学ぶ

子どもの健康教育 川島助産院院長・川島広江氏

12/12 ㈫ これからの子どもたちのキャリアを考
える

アスミル社会保険労務士事務所代表・
櫻井好美氏

利用希望日の前日（前日が休園日の場合にはその前の開園日）の開園時間
内に、電話でラポール マツド☎382－6877へ予約　※非課税世帯の人は
その旨をお伝えください。

当日、ラポール マツド近隣の小児科（林こどもクリニック、ほっち医院、
中山こどもクリニック）を受診後、受け入れを決定　
※医師の判断により症状の急変が予見される場合は、お預かりできません。

申請書等を記入・提出し、利用料金を支払い

利用までの流れ

　放課後児童クラブは、保護者が就労等の理由で昼間家庭にいない小学生を
対象とした、児童の健全な育成を目的とする施設です。
　保護者が帰宅するまでの間、遊びや宿題をしながら同クラブで集団生活を
します。平成29年度現在、11の社会福祉法人・NPOが、45カ所の児童クラ
ブを運営しています。市内の全ての公立小学校区に設置されています。

休業日日曜、祝日、年末年始
月額利用料9,000円（準要保護世帯4,000円）
※入会金等、別途料金がかかる場合があります。

12月1日㈮～28日㈭に直接各クラブへ（平日13時～18時）

小学校に入学するまでに、要申込
どんなことをしておけばいいの

小学校入学直前
家庭教育講座

❶利用
　予約

❷受診

❸利用

申込期間
12月1日㈮
〜28日㈭

　家庭での育児が困難なときに、お子さんを一時的に預
けることができます。
対象満1歳から18歳未満　内容①ショートステイ＝連続
7日間以内の宿泊②夜間養護（トワイライトステイ）＝平
日の18時～22時 ③休日養護＝休日の7時～18時④土曜
日養護＝土曜の7時～21時　利用条件①疾病、育児疲れ、
出産、看護、冠婚葬祭、出張、学校行事への参加等によ
り一時的に養育ができない場合②恒常的な残業等により
帰宅が遅く、家庭で養育ができない場合等③休日業務等
により家庭での養育ができない場合等④土曜日業務等に
より家庭での養育ができない場合等　利用料金自己負担
額有り、生活保護世帯は無料　※①②③は児童養護施設
晴香園、④はさわらびドリーム保育園での利用となりま
す。 ※利用方法・料金等の詳細は、子ども家庭相談課に
お問い合わせください。

平成30年度 　　　　　　　　     新規利用のご案内

こどもショートステイをご活用
ください

休日・夜間 にお子さんを預かる

問子育て支援課
　☎366－7347

問子ども家庭相談課☎366－3941

問子育て支援課☎366－7347

放 課 後 児 童 ク ラ ブ
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腸管出血性大腸菌O157による食中毒が全国で発生しています。食肉等は十分加熱するなど、注意しましょう。　問健康福祉政策課☎704－0055



平和祈念式典で黙とうする平和大使

イベント企画の様子

昨年のピース&ミュージックセッション

9月・10月に行われた意見交換の様子

小溝泰義氏

桑山紀彦氏

11月2日㈭・3日㈷・7日㈫・9日㈭・14日
㈫・17日㈮・21日㈫・23日㈷・24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

①11月9日㈭②12月1日㈮各10時～12
時　会場同センター　内容①日本の昔
話絵本&冬におすすめの本②クリスマス
絵本&世界の昔話絵本　対象小学校で読
み聞かせ活動をしている人　定員各先
着50人

小学校での読み聞かせ講座

11月10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

日程 会場（駐車場はありません）
11/14㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
11/17㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター

（六高台保育園内）
11/21㈫11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・システム

（野菊野保育園内）
11/22㈬10:30～11:00 E－子どもの森

ほっとるーむ新松戸
11/23㈷10:30～11:00 矢切公民館
11/24㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
11/24㈮11:20～11:50 根木内こども館
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
11/10㈮ 明市民センター
11/15㈬ 東部スポーツパーク
11/17㈮ 五香市民センター
11/21㈫ 小金原市民センター
11/23㈷ 和名ケ谷スポーツセンター（分館内）
11/24㈮ 新松戸市民センター
11/28㈫ 小金市民センター（分館内）
時間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

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

市民会館プラネタリウム室
のイベント

①流れ星～ふたご座流星群～〈40分〉
　今夜の星空と、流れ星のお話

②ペルセウス座のおはなし〈20分〉
③ペガスス座のおはなし〈20分〉
投影日11月3日㈷～12月10日㈰の土・日曜、祝日　
投影開始時間①10時30分（文字解説付き）、15時30分②13時
30分③14時30分

定員各先着80人　費用50円（中学生以下無料）　
※投影開始30分前から2階で受け付け。

12月2日㈯18時～20時　内容星空案
内と天体望遠鏡での観望（雨天・曇天の場
合はプラネタリウムのみ）　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

N A O K O  S P A C E P L A N E T A R I U M

世界平和都市宣言事業

障害者週間記念事業

「地球のステージ4」
～果てなき地平線～パレスチナ西岸篇

へん

、ミャンマー篇、ヒロシマ篇など～

「ピース&ミュージックセッション」

11月11日㈯
13時～15時30分（12時30分開場）

　松戸市出身で、広島平和文化センター
理事長の小

こ

溝
み ぞ

泰
や す

義
よ し

氏が、平和の大切さを
若い世代に伝える講演を行います。また、
今年度の平和大使による長崎派遣の報告
と歴代の平和大使による発表を行います。

12月3日㈰ 
 13時30分～16時 （13時開場）

平和の集い

① 講演会 核兵器のない平和な世界実現のため、
私たちにできること～被爆地からの提案～
②平成29年度平和大使長崎派遣報告
③歴代平和大使の発表

歴代の平和大使が企画！

平和大使長崎派遣
 10周年記念イベント

平和の大切さを伝えます

ふれあいフェスティバル
11月17日㈮・18日㈯ 各10時～15時　

会場松戸中央公園　※天候により中止となる場合があります。

　  会場市民劇場　定員先着300人　費用無料
 　 当日会場で　問総務課☎366－7305

市内21カ所の障害者福祉施設が集結！各種イベントを通し
て、障害者の福祉・社会参加について考えてみませんか
　市内の障害者福祉施設で作った商品の販売や各種イベントを実施。バルーンアー
トの無料配布も行います。チラシを持参した人には障害者福祉施設で作った自主
生産品をプレゼント！
 販売コーナー  食品（パン・クッキー・煎餅・饅

ま ん

頭
じゅう

・ドーナツ・豆腐・あられ他）
と雑貨（刺し子布巾・ポストカード・帽子・石けん
他）の販売
 スタンプラリー  各販売コーナーを巡ってスタン
プを集めると、チーバくんグッズがもらえます！
 上演イベント（18日のみ） 市内の音楽団体や障害
者関連団体による吹奏楽や和太鼓などの上演で会
場を盛り上げます！

星空
観望会
要申込

  11月・12月の新番組

  11月・12月のキッズ&ジュニアアワー

問障害福祉課☎366－7348、 366－7613

　「地球のステージ」とは、世界中で医療
支援活動を続ける心療内科医・桑

く わ

山
や ま

紀
の り

彦
ひ こ

氏
が、紛争、災害、貧困の中で生きる人々の
姿を映像と音楽と語りにより伝えるコン
サートです。
　「ピース&ミュージックセッション」で
は、まつど国際文化大使、市内留学生、
平和大使が交流や意見交換を通じて得た
ものを発表するとともに、会場の皆さん
と一緒に平和に関連した歌を合唱します。

18日は松戸さんも出勤予
定！

チーバくんに会える！
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平成30年4月1日から燃やせるごみの全ての紙袋収集を廃止し、「燃やせるごみ専用松戸市認定ポリ袋」に一本化します。  問廃棄物対策課☎704－2010



国民健康保険料のお支払いは納期限内に 問国民健康保険課資格賦課班☎366－7353
◉会社に就職した人
　国保加入者が他の保険に加入した場合は、資格喪失の届け出をしな
いと国保の保険料の請求が続き、未納の場合は督促状・催告書が送付
されます。届け出は、国保と職場の両方の保険証（職場の保険証が未
発行の場合は、職場の健康保険等に加入したことを証明するもの）を
持参し、国民健康保険課・各支所で資格喪失の手続きをしてください。
◉会社を退職した人
　他の保険をやめた場合、必ず国保加入の届け出が必要です。職場の
健康保険加入者、後期高齢者医療保険制度の対象者、生活保護受給者
以外で手続きをしていない人は、健康保険の資格喪失証明書と本人確
認書類を持参し、国民健康保険課・各支所で加入の手続きをしてくだ
さい。

問国民健康保険課健診班☎366－1121
　40歳以上の国民健康保険加入者を対象に、特定健康診査を
無料で実施しています。年に１回、健康チェックをしましょう。

食で育む松戸の未来！～食育を啓発す
るパネル展示・レシピ提供～
11月1日㈬～10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

子宮頸
け い

がん集団検診
（予約不要）
①11月1日㈬・21日㈫、1月22日㈪、2月6日㈫②
11月8日㈬、12月19日㈫、2月2日㈮③11月10日
㈮④11月13日㈪、12月21日㈭、1月25日㈭⑤12
月14日㈭、1月30日㈫⑥1月16日㈫各9時30分～
11時、13時30分～15時　会場①中央保健福祉セ
ンター②新松戸市民センター③六実市民セン
ター別館④常盤平保健福祉センター（ふれあい
22内）⑤東部スポーツパーク⑥小金保健福祉セ
ンター　対象市内在住の成人女性　定員各日午
前200人、午後150人　持ち物共通受診券または
特定健康診査等受診券（黄色）、スカート（着用
または持参）　費用400円　※75歳以上の人、後
期高齢者医療被保険者証所持者、生活保護世帯（生
活支援課発行の夜間・休日受診証が必要）、市民税
非課税世帯（受診時に申請書記入）の人は無料。 
※自覚症状がある人は、医療機関にご相談くださ

い。 ※すでに医療機関で子宮頸がん検診を受診し
た人は、集団検診を受けることはできません。
問健康推進課☎366－7487

市立病院小児脳神経外科外来は
11月10日㈮に休診します
問同病院同外来☎363－2171（内線2101）

がん患者・家族「緩和ケア教室」
11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　定員先
着15人　費用無料
 当日会場で
問同病院がん診療対策室☎363－2171（内線
　1667）

愛の献血
11月29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

健康塾「どうして医療麻
薬が必要なの？」要申込
11月29日㈬14時30分～16時　会場東松戸病院

2階大会議室　講師同病院薬局長・塩
しお

地
ぢ

聖
せい

一
いち

　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

市民公開講座 「健康長
寿～元気で長生き、あな
たも私も～」要申込
12月1日㈮14時～15時30分　会場松戸ニッセイ
エデンの園（東松戸病院隣）　 内容ロコモ予防運
動と栄養　講師東松戸病院整形外科医師・栄養
士　※福祉医療センター職員による寸劇もあり
ます。 定員先着150人　費用無料
電話またはFAXで東松戸病院総務課☎391－

5500、 391－7566へ

食生活改善推進員は、あなたの健康づ
くりを応援します！
　「私たちの健康は私たちの手で」をモットーに、
●栄養や食生活について学習し、献立やレシピ
等を市民に普及（レシピは市ホームページで）
●健康推進課主催の栄養教室等に協力
●料理講習会を開催等の活動により、
市民に食を通した健康づくりの輪を広
げます。
問健康推進課☎366－7489 市ホームページ

問国民健康保険課収納担当室☎366－7299
◉未納保険料の納付が困難な場合はご相談ください
　分割納付が認められる場合があります。毎月最終木曜は、同課相談窓口を
20時まで開設しています。 ※保険料を滞納すると、保険証の制限や差し押さ
え等の滞納処分を実施することがあります。 ※納め忘れがある場合には、電
話や収納指導員の訪問により納付の確認や予定を尋

た ず

ねることがあります。
◉保険料のお支払いは確実・便利な口座振替で
①「口座振替依頼書」を金融機関へ提出
②便利な「ペイジー口座振替受付サービス」
　キャッシュカードの名義人本人が、ペイジー口座振替対応金融機関のキャッ
シュカード、本人確認書類（運転免許証等）を持参した場合のみ、国民健康
保険課・各支所で手続きできます。 ※静脈認証・指紋認証付き等セキュリ
ティーが高く設定されているカードは対応不可。
対応金融機関  千葉銀行・みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・

りそな銀行・千葉興業銀行・京葉銀行・ゆうちょ銀行
◉納付済確認書は平成30年１月下旬に発送予定
　年末調整に必要な場合はお問い合わせください。

　元気応援くらぶは、住民が主体となって65歳以上の人の「通いの場」を週または月1回以上開設し、元気づくり（介護予防）に関する
活動をしています。家から外に出て、人と話したり、体を動かしたりすることで仲間づくりができ、生活に張り合いが生まれ、要介護状態
や閉じこもりの予防にもつながります。 詳細は直接各元気応援くらぶにお問い合わせください。

名称〔活動場所〕 日時 活動内容 利用料
（1回あたり） 問い合わせ

ハーブガーデンからふみ出そう！〔岩瀬22〕 第3㈯・㈰15:00～17:00 千葉大園芸デザインの庭と付近の散歩、庭作業、茶話会
※その他、月1回イベントあり

200円
（イベント時のみ）☎080－3390－8933

倶
く

楽
ら

部
ぶ

 in 岩瀬自治会〔岩瀬自治会集会所他〕
①㈫9:30～11:30②第1・3㈫
12:00～17:00、第3㈯12:00
～15:00

①グラウンドゴルフ②健康麻雀 200円 ☎090－4067－9813

キラキラいこいの場〔稔台2の43の9（明
あ け

星
ぼ し

宅）〕 第4㈫、第1～3㈮13:30～15:30 介護予防、閉じこもり防止、認知症予防 100円 ☎364－2383
稔台わかば会歓談サークル〔稔台市民センター他〕 ㈫10:00～12:00 茶話会、カラオケ 200円 ☎364－2751

出前盆おどり隊〔ゆうまつど他〕 第2・4㈬、第1・3㈭
15:00～17:00 健康体操、盆踊りの練習、施設・イベントでの披露 1,000円

（6カ月） ☎090－3576－2979

NPOアイギス
〔高塚新田494の13①10号棟103②7号棟1階〕

①第1・3㈰②第2・4㈰10:00～
12:00 腰痛・ひざ痛・認知症予防、元気体操教室 150円

（第2・４㈰のみ）☎392－6055

紫
あ じ さ い

陽花　森のサロン〔金ケ作203〕 月1回以上㈰9:00～12:00他 美術、音楽、スマートフォン、足ツボ健康法他 300円 ☎070－6468－8201

明
みょう

尽
じ ん

苑
え ん

元気サポートクラブ〔金ケ作296の1〕 ㈭14:30～16:30 スポーツ吹き矢 100円 ☎385－2220
まちの縁側・陣屋前
〔常盤平陣屋前7の8富士マンション305〕 第1・3㈪10:00～12:00 ゲーム、手遊び、ストレッチ、体操、ものづくりワーク

ショップ 200円 ☎701－5350

お元気サロン「ラ・サンテ」
〔五香西2の35の8齋藤ビル1階〕

①第1・3㈫13:00～16:00
②㈮、第4㈫10:00～13:00
③第2・4㈭10:00～11:00

①書道教室と認知症予防等②談話、折り紙③体操教室 100円 ☎385－2220
（明尽苑）

サンシルバー元気かい
〔六高台7の116六高台サンハイツB棟集会所〕 ㈰10:00～12:00 健康体操、カラオケ、茶話会、ウオーキング、ゲーム、

認知症、介護予防勉強会 100円 ☎090－1041－7421

悠
ゆ う

々
ゆ う

〔新松戸3の28〕 ㈫～㈮10:00～16:00 イベント（10種類以上）を開催し元気になれる場を提供 300円 ☎340－3314
いってみよう・やってみよう会〔新松戸6丁目会館〕 ㈬10:00～12:00 脳活トレーニング、体操、読み語り、茶話会 300円 ☎090－8507－8092

11月は『ちば国保月間』

通所型「元気応援くらぶ」が増えました! 問介護制度改革課☎366－4101

国民健康保険（国保）の届け出は確実に

  特定健康診査はお済みですか？

65歳以上65歳以上
のの

通いの場通いの場

※この他、 21カ所の「元気応援くらぶ」があります。詳細は市ホームページをご覧ください。
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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。お酒の飲み過ぎに注意しましょう。　11月10日㈮～16日㈭はアルコール関連問題啓発週間です。



地域猫活動で猫と上手に付き合いましょう

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）
※11月は第5木も実施

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火 六実支所
第4水 東部支所
第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

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

CMS☎394－5590
チェリッシュ・サポート・システム

☎308－5880
子すずめ☎387－0124
あおば☎387－5456

ドリーム☎070－3935－1230
はなみずき☎710－8070
グレース☎382－6182

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
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

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

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
（予約制）

毎週火～土
（祝日休み） 9:30～17:00 松戸商工会議所

別館
まつどサポステ
☎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）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
（予約制）

女性対象 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
男性対象 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
（祝日を除く） 10:00 ～15:00 ゆうまつど（2階） 男女共同参画課

☎364－8778

問千葉県動物愛護センター東葛飾支所☎04－7191－0050、千葉県松戸健康福祉センター（松戸保健所）☎361－2139、環境保全課☎366－7336

①不妊去勢手術をする
②トイレを設置し、定期的な清掃をする
③置き餌はしない
など、地域の皆さんが協力し、地域の環
境衛生を改善する活動のことです。
　市では、飼い主のいない猫の不妊・去
勢手術費の補助や地域猫活動推進バッジ
の貸し出しをしています。詳細は、環境
保全課にお問い合わせください。

猫の飼い主へ
「飼い猫なら
屋内飼育」

　ごみを減らすには、一人一人が「本当に必要なものかを考える」「過剰な包装は辞退する」ことが大切です。また、資源になる紙類の「雑がみ」やリ
サイクルできるプラスチックを分別し、「分ければ資源・混ぜればごみ」を合言葉に、限りある資源を大切にしましょう。

分別ルールを守り、ごみの減量・リサイクルにご協力ください分別ルールを守り、ごみの減量・リサイクルにご協力ください 問廃棄物対策課☎704－2010

平成29年度版清掃事業の概要

排出源別ごみ量推移

資源化量の推移

※市外：民間処理委託

ごみ処理費用の推移
ごみ処理手数料の推移

（ごみ量には集団回収量は含まれません）
※人口=各年10月1日現在
※原単位＝市民1人が1日当たりに排出するごみ量〔ごみ量÷人口÷年間日数〕

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

※ペットボトルの資源化量には、集団回収で集めたペットボトル分が含まれています。

平成26年度 平成27年度 平成28年度
家庭系 93,826t （△  1.3） 93,928t （     0.1） 92,872t （△1.1）
事業系 36,745t （     0.3） 37,042t （     0.8） 36,529t （△1.4）
その他 1,082t （△32.1） 873t （△19.3） 815t （△6.7）

合計 131,652t（△  1.3）131,843t （     0.1）130,215t（△1.2）

平成26年度 平成27年度 平成28年度
人口 481,346人 483,480人 486,045人
総ごみ量 131,652t 131,843t 130,215t
前年比 △ 1.3% 0.1% △ 1.2%
原単位 749.3g 745.4g 734.0g
前年比 △ 1.5% △ 0.5% △ 1.5%

平成26年度 平成27年度 平成28年度
プラスチック 5,063t 5,041t 5,017t
資源ごみ 11,573t 11,563t 11,311t
ペットボトル 1,359t 1,361t 1,363t
有害などのごみ 118t 114t 112t
集団回収 18,335t 17,881t 16,822t
資源化量の合計（A） 36,448t 35,960t 34,625t
総ごみ量（B）※ごみ量+集団回収量 151,386t 151,130t 148,449t
リサイクル率（A÷B） 24.1% 23.8% 23.3%

平成26年度 平成27年度 平成28年度
焼却灰 13,403t 13,335t 13,638t
資源残さ等 1,650t 1,702t 1,465t
圧縮ごみ 1,283t 1,313t 1,267t
可燃物 4,575t 3,836t 3,122t

合計 20,911t 20,186t 19,492t

平成26年度 平成27年度 平成28年度
ごみ処理費用 73億317万円 61億 7,344万円 61億8,155万円
1トン当たり費用 55,473円 46,824円 47,472円
1世帯当たり費用 34,255円 28,652円 28,187円
1人当たり費用 15,172円 12,775円 12,718円

平成26年度 平成27年度 平成28年度
廃棄物処理手数料徴収額 7億4,344万円 7億5,018万円 7億4,906万円

※（　）内は前年比%

ごみ量等の推移

最終処分量の推移
（資源化物を除く）

11月は「動物による危害防止対策強化月間」
● 犬が人をかんでけがをさせた場合は、すぐに保健所へ届け出てください
● 犬を飼う場合には事故を起こさないようしつけをしてください
● 犬の放し飼いは禁止されています
● 生後91日以上の犬猫合わせて10頭以上飼う場合は、保健所への届け出
が必要です

●サル、ヘビ等の特定動物を飼う場合も、保健所長の許可が必要です
● 動物は責任をもって最後まで面倒をみましょう

◉感染症・事故から人間も猫も守ることができます
◉ふん・尿・鳴き声等による迷惑防止につながります
◉屋内でも十分運動できます
◉猫も屋内を縄張りとして認識します

　地域猫活動は猫好きのための動物愛護活動ではありません。地域
の環境衛生のための活動です。まずはご近所で猫のことを話題にす
ることから地域猫活動を始めてみましょう。

地域猫活動とは
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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心身ともに健康を保ち、お酒と上手に付き合っていくために飲酒量を見直しましょう。  問健康推進課☎366－7489



◆松戸市文化祭（松戸舞踊連合
会）
11/3㈷10:00

松戸舞踊連合会・渋谷☎090
－2218－9532　　
◆松戸市文化祭（マジックフェス
ティバル）
11/5㈰13:00

松戸奇術会・岩田☎388－
2783
◆年末調整等説明会
11/9㈭13:30

松戸税務署源泉所得税担当
☎363－1171（自動音声で2番）
◆安全・安心シルバーフェスタin
まつど
11/11㈯13:00

松戸警察署生活安全課☎
369－0110
◆松戸市文化祭（松戸市民謡連
盟大会）
11/12㈰9:30

松戸市民謡連盟・宮澤☎090
－3001－4030　 
◆千葉県生涯大学校浅間台教室
学園祭
11/15㈬10:15

同実行委員会・神
かん

原
ばら

☎090－
6544－0919　
◆戦没者追悼式
11/18㈯14:00

地域福祉課☎366－3019
◆松戸市文化祭（吟詠の集い）
11/19㈰9:30

松戸市吟詠連盟・秋山☎362
－7808
◆松戸市文化祭（日本舞踊大会）
11/23㈷10:30

松戸芸能会・渋谷☎04－
7158－5755、日本舞踊同好会 
・村山☎363－9808

◆松戸童謡の会　童謡を歌う　
（月例会）　★
11/1㈬13:55

鈴木☎343－6631
◆コンサートと医療・介護の講演
11/2㈭18:30

松戸クラシック音楽を楽しむ
会☎090－1805－2206
◆松戸市文化祭（邦楽演奏会）
11/4㈯13:00

松戸邦楽会・山本☎386－
5726

◆秘蔵っ子カラオケ発表会
11/7㈫10:00

和田☎070－6564－5698
◆まつど生涯学習フォーラム
11/8㈬10:00

生涯学習推進課☎367－7810
（当日受付可）
◆平和の集い「地球のステージ4」

「ピース&ミュージックセッション」
11/11㈯13:00

総務課☎366－7305
◆講演「プリンス・トクガワの熱
き夢」と芸能「千葉大落語研究会」
11/12㈰13:00

松戸史
し

談
だん

会・松田☎342－1764
◆花とフラメンコ～ Flamenco 
y las flores ～　★
11/19㈰14:00

宮下☎080－1105－2289
◆竹内恵里の歌声喫茶　ともに
歌う喜びを 生演奏による歌声の
集い　★
11/22㈬12:30

竹内☎090－6046－3133
◆松戸市文化祭（秋の謡

うたい

と仕
し

舞
まい

の会）
11/23㈷9:45

松戸謡曲連盟・加藤☎347－
0458
◆秋の発表会（バイオリン、ピ
アノ、ギター）
11/25㈯18:30

伊藤楽器松戸店内ハードック
ス・ジョナサン☎368－1161
◆長唄五

ご

杏
きょう

会30周年記念演奏会
11/26㈰11:30

萩原☎080－5040－2980
◆3クラブ競演　歌の祭典
11/29㈬10:30

荻野目☎070－6567－7788

◆尾崎裕哉 HIROYA OZAKI　
SEIZE THE DAY TOUR2017
11/12㈰18:00　　
会場大ホール 費用全席指定
6,480円　※未就学児入場不可
（発売中）
◆しまじろうコンサート おもちゃ
のくにのクリスマス
11/17㈮①14:00②16:40、
11/18㈯・19㈰①9:30②12:10
③14:50④17:30
会場大ホール　費用全席指定　
会館特別価格2,280円（当日券
は2,400円）　※3歳以上有料（3
歳未満膝上鑑賞無料（保護者1人
につき子ども1人まで）（発売中）

バドミントン、ドッチビー、ペタ
ンク他　持ち物上履き　 内田
☎364－8920
●卓球・ラージ卓球①教室②大会
①11/12㈰②11/26㈰各9:00 ～
12:00　会場松飛台第二小学校 
費用②100円　 明

みょう

道
どう

☎090－
9835－1187
●カローリング教室
11/12㈰9:00から　会場旧古ケ
崎南小学校　対象小学生以上 

田中☎364－4332
●ファミリースポーツ教室
11/12㈰9:00 ～12:00　会場新
松戸西小学校　 宮崎☎346－
4327
●グラウンド・ゴルフ教室
11/12㈰9:00 ～13:00　会場馬
橋北小学校　 矢野☎090－
3107－0348
●軽スポーツ教室
11/18㈯9:00 ～12:00　会場稔
台小学校　内容カローリング、バ
ドミントン、ペタンク、グラウンド・
ゴルフ他　対象小学生以上　持ち
物上履き　 髙橋☎363－3064
●グラウンド・ゴルフ教室
11/19㈰9:00 ～12:00　 会場東
漸寺本堂裏広場（駐車場使用不

可）　 堀☎344－1735
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
11/19㈰9:00 ～12:00　会場幸
谷小学校　 峯

みね

田
た

☎341－2978
●カローリング教室
11/19㈰9:00 ～12:00　会場六
実市民センター　 伊藤☎090
－8027－8076
●カローリング&卓球教室
11/26㈰9:00～12:00　会場小
金南中学校　 堀☎344－1735
●カローリング教室
11/26㈰13:00 ～15:00　会場南
部小学校　対象小学生以上　
平
ひら

出
いで

☎367－5457

申11月22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〔全2回〕 12/  6㈬・13㈬
②Word基礎〔全2回〕 12/  6㈬・13㈬
③Excel基礎〔全2回〕 12/14㈭・21㈭
④Windows10の操作 12/20㈬
⑤タブレット（iPad）入門 12/  7㈭
⑥タブレット（iPad）実用 12/12㈫
⑦スマホ入門 12/12㈫
⑧スマホ・アプリ 12/19㈫
⑨メールの操作 12/  5㈫
⑩年賀状 12/  5㈫
⑪デジカメ写真取込・印刷 12/14㈭
⑫個人授業 12/19㈫

時間①③⑦⑨⑫9時～12時②④～⑥⑧⑩⑪13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①～
③各6,000円④～⑫各3,000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  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〕
※夜間小児急病センターは、12月27日㈬に松戸市立総合医療センター内に移転予定

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、祝日20時～23時

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

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

3 祝 沢田研二50周年記念LIVE
2017～2018　★ 16:00 チケットポート

☎03－5561－9001
4 土 松戸市文化祭松戸市合唱祭 12:00 松戸市合唱連盟・加藤

☎384－60795 日 11:00

11 土 松戸法人会3市合同ミュージッ
クフェスティバル 13:50 （公社）松戸法人会

☎368－3311

12 日
尾崎裕哉 HIROYA OZAKI
SEIZE THE DAY TOUR
2017　★

18:00
サンライズプロモーショ
ン東京
☎0570－00－3337

16 木 ザ・グレン・ミラーオーケストラ
JAPAN TOUR 2017　★ 18:30 ちばテレビメディアネッ

ト☎043－202－0255

17 金
しまじろうコンサート おも
ちゃのくにのクリスマス　★

14:00
16:40 しまじろうコンサートお

客様窓口
☎0120－988－883

18 土    9:30
12:10
14:50
17:30

19 日

22 水 市川海老蔵『古典への誘
いざな

い』
★

15:00 森のホール21チケットセ
ンター☎384－3331

24 金
山内惠介熱唱ライブ2017
～新たなる歌の道・あなたと
共に～　★

14:00
アイエムオープロモー
ション
☎048－645－9009

25 土 クリスマスジョイントコンサー
ト2017　★ 16:30 ㈱スタジオサキ

☎03－3455－7422

26 日 一輪車演技会 11:30 松戸市一輪車協会
☎365－9086

28 火 フォレスタコンサート2017 in
松戸　★ 14:00

アイエムオープロモー
ション
☎048－645－9009

小
ホ
ー
ル

3 祝 民謡民舞大会 11:00 工藤菊藤☎388－1321

4 土 ザ・ニュースペーパーLive2017　
★

14:00
18:00

Ro-Onチケット
☎365－9960

12 日 和太鼓のひびき 12:00 青山
☎080－3388－4590

23 祝 星屑スキャットLIVE2017～Are 
You Coming?～　★ 17:00 森のホール21チケットセ

ンター☎384－3331

29 水 きものから洋服にファッション
ショー

13:00
15:00

アサコドレスメーカー学
院☎394－2552

◆ルーマニア・ブラショフ・フィ
ルハーモニー交響楽団　ベートー
ヴェン:交響曲第5番「運命」他
12/2㈯14:00
会場大ホール　費用全席指定
2,000円　※未就学児入場不可
（発売中）
◆歌って健康　杉山公

こう

章
しょう

の歌声
コンサートin松戸市　
12/19㈫13:00　
会場市民劇場　費用全席自由　
1,500円　※当日券は2,000円
※車椅子等介助を必要とする人
の付添人は1人まで半額（発売中）
◆新春特選落語会　三遊亭小遊
三・林家たい平with U字工事
H30/1/6㈯11:00
会場大ホール　費用全席指定S
席3,800円、A席3,300円　
※未就学児入場不可（発売中）
◆劇団四季ミュージカル「ジーザ
ス・クライスト=スーパースター」
エルサレム・バージョン
H30/2/15㈭19:00
会場大ホール　費用全席指定S
席8,640円、A席6,480円、B席
3,240円　※3歳以上有料（3歳
未満着席鑑賞有料）（発売中）
◆ものまねエンターテイメント　
コロッケコンサート2018　笑う
“顔”には福来たる
H30/5/26㈯①13:30②17:00
会場大ホール　費用全席指定
5,800円　※5歳以上有料（4歳
以下膝上鑑賞無料）（発売中）

◆①ヨガ②ビューティーピラティス
11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
◆①体幹美Body②コンディショ
ニングエクササイズ
①11/6㈪・20㈪各11:00～12:00
②11月の水曜13:30～14:30
会場柿ノ木台公園体育館　対象
18歳以上　定員各先着30人　
費用1回500円　 同体育館☎
331－1131
◆①骨盤ヨガ②コンディショニン
グエクササイズ
①11/6㈪・13㈪・20㈪ 各9:30
～10:30②11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
●インディアカ教室
11/4㈯19:00 ～21:00　会場大
橋小学校　持ち物上履き、飲み物

佐藤☎080－5084－7077
●軽スポーツ教室
11/4㈯9:00 ～12:00　会 場 寒
風台小学校　内容カローリング、

広報まつど10月15日号のお
わびと訂正
　6面掲載のカルチャー &
スポーツの文化ホールギャラ
リー「グループK展」の問い
合わせ先電話番号に誤りがあ
りました。正しくは、「☎349
－0834」です。おわびして訂正
します。
問生涯学習推進課
　☎367－7810

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。

※申し込みは全て当日会場で。
●はスポーツ推進委員主催

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/
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◆パソコン初心者講習「基本操作と年賀
状づくり」
12/31㈰までの希望日①10時～12時

②13時～15時③15時～17時④18時～
20時 NPO快適IT空間・松戸教室（市
民劇場向かい） 各先着1人 2,000円
電話で同NPO・石井☎703－7284へ

●中国語講座無料体験
11月の①㈪10時～12時②㈮13時～

15時 ①勤労会館②市民劇場他 電話
で日中友好中国語サークル・恵

え

澤
ざわ

☎090
－9369－9412へ
◆LDS無料英会話教室
11月の㈫㈭㈯19時～20時 松戸ワー

ド（中根長津町219の2） 当日会場で
同教室・北原☎070－5460－5130

◆年賀状作成講座
11月の第2～5㈬13時30分～15時30

分 NPO松戸ITVネットワーク教室（根
本224） 各先着4人 2,000円 電話
で同教室☎331－0880（㈪㈬㈮11時～
14時）へ
◆司法書士法律相談
11月の㈯、12月の第1～3㈯10時～

15時 松戸商工会議所 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、リズ
ム体操等）
11/8～29の㈬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
や

口
ぐち

☎344－3370へ
◆秋の江戸川カッパ市（フリーマーケッ
ト、紙芝居、猿まわし、Eボート他）
11/3㈷10時～15時〔雨天中止〕 江

戸川河川敷（樋野口排水機場付近） 同
実行委員会事務局☎330－3450
◆いも煮会
11/3㈷11時～15時〔小雨決行、雨天
時は11/4㈯〕 江戸川河川敷（JR常磐線
江戸川鉄橋沿い） 松戸テニスクラブ☎
362－3047
●災害復興支援チャリティーダンスパー
ティー
11/3㈷13時～16時 新松戸市民セ

ンター 500円 D
ディー

A
エー

D
ディー

A
エー

舞
まい

夢
む

松戸・石
井☎090－5755－6867
●歌謡体操（体と脳の活性）
11/4㈯・11㈯各9時～10時 新松戸

市民センター 60歳以上の女性 各先
着5人 1回500円 電話で歌謡体操・
小関☎080－5718－2973へ
●吉

よし

見
み

百
ひゃく

穴
あな

・吉見観音ハイキング（歩行
距離約8km）
11/5㈰7時25分松戸駅市民ギャラ

リー前集合、15時東武東上線東松山駅前
解散 弁当・飲み物 600円（別途交通
費） 松戸歩こう会・出

いず

原
はら

☎386－5611
（昼間のみ）
◆ダンスパーティー
11/5㈰・19㈰・25㈯各13時20分～

16時30分 リフレッシュプラザ柏 各
先着80人 500円 電話でケイ&シン・
野沢☎090－9374－5258へ
●全日本写真連盟松戸支部写真展
11/7㈫～12㈰10時（初日は13時）～
18時（最終日は16時） 文化ホール 同
支部・西

にし

部
ぶ

☎367－7277

◆健康マージャン体験会
①11/17㈮12時 ～16時 ②11/10㈮

11時30分～16時30分③11/8㈬・11㈯
④11/7㈫⑤11/13㈪⑥11/9㈭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⑥青少年会館 ①の
み初級者 ①1日1,000円②～⑥各1日
800円 電話でNPO健康麻雀クラブや
まが・徳光☎090－8583－1506へ

行こう!あそぼう!わいわいキッズ
（あそびのひろば）
11/8㈬10時～13時30分 ゆうまつ

ど 未就園児までの子と親 当日会場
で まつど一時保育ネットワーク
h_net2017@yahoo.co.jp

●ギター入門体験（楽器貸し出しあり）
11/8㈬・22㈬・29㈬①各13時～15時
②各16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
◆スマイル !スマイル!スマイル！松特祭
11/11㈯9時55分～14時 千葉県立

松戸特別支援学校 同校☎388－2128
◆わかばフェスティバル（模擬店・展示
販売・手焼き煎餅体験等）
11/11㈯10時～14時30分〔小雨決行〕
わかば園他（金ケ作276の25）　※新

京成五香駅東口から無料送迎バスあり
同園☎384－0165、 389－3350
◆女性司法書士による女性のための相続・
遺言の相談会（税金相談は除く）
11/11㈯・18㈯・25㈯各10時・13時・

15時から（1組45分） 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
●キッズリズム体操体験会（ダンス、平
均台、マット、縄跳び等）
11/11㈯・18㈯各16時30分～18時
運動公園他 5歳～小学生 各先着10

人 1回500円 電話でキッズリズム体
操ホップアップ・安本☎349－1185へ
●みんなで遊ぼう!!自然体験学級
11/12㈰9時30分～12時30分 21世

紀の森と広場 6歳～小学3年生までの
子と保護者 100円 当日会場で 松
戸市スカウト連絡協議会・梶☎080－
3918－6140
◆地域猫ってなんだろう?野良猫トラブ
ルなくそう上映会「みんな生きてる」
11/12㈰13時30分～15時 流通経

済大学新松戸キャンパス1号館 先着
260人 当日会場で 動物福祉団体い
のち・木村☎090－8500－9439
◆千葉県生涯大学校浅間台教室学園祭
11/15㈬10時～16時 市民会館 先

着270人 当日会場で 同学園祭実行
委員会・神

かん

原
ばら

☎090－6544－0919
◆遺言・相続の無料法律相談会
11/15㈬13時～16時（1人45分）

千葉県弁護士会松戸支部 先着20人
11/6㈪10時から、電話で同支部☎366
－6611へ
●リビングのオーガナイズ
11/16㈭10時～11時30分 市民会

館 筆記用具 500円 電話で心スッキ
リ☆私にあったお片づけを見つける会・
山崎☎090－2545－4746（昼間のみ）へ

◆ともしび読書会
11/16㈭10時～12時 ゆうまつど

テキスト『挽歌』原田康子著 200円
電話で同会・熊☎361－5266へ
●家庭教育講座「子どもをやる気にさせ
るふれあい方」
11/17㈮10時～12時 市民会館

100円 松戸家庭教育研究会・加藤☎
080－5426－3133
◆六実高柳老人福祉センター合同文化祭
（くすのき祭）
11/18㈯・19㈰各9時30分～16時

同センター 作品展・芸能発表・文化
講演会 同実行委員会・馬場☎386－
3457
◆はなみずきこども園ファミリーコン
サート
11/18㈯10時～10時50分 同園（新

京成常盤平駅下車） 小学2年生までの
子とその家族 先着300人 電話で同
園☎383－8731へ
◆矢切バードウオッチングの集い
11/18㈯10時野菊の墓文学碑（北総

線矢切駅下車）前集合、12時解散〔雨天
中止〕 筆記用具 松戸市矢切小山地区
外環対策協議会・浅井☎364－6356
◆落語会（春風亭昇

しょう

也
や

、三遊亭遊
ゆう

子
こ

）
11/18㈯17時～19時 常真寺（大谷

口18） 先着60人 1,000円 当日会
場で 同寺☎342－1616
◆やわら木苑冬の大バザー（バザー品物
も募集）
11/19㈰11時～13時30分 同苑（新

京成五香駅下車） 同苑友の会・有吉☎
385－1812
●松戸市民健康ボウリング教室
11/20～12/18の㈪①9時～12時②

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 2,160円
11/15㈬までに、電話で松戸市ボウリン
グ協会・狩

かり

野
の

☎080－9269－1555へ
●健康体操体験教室（ストレッチ、リズ
ム体操等）
11/20㈪14時～16時 新松戸市民セ

ンター 50歳以上の女性 先着10人
500円 電話で健康体操ポルカ・大口☎
309－0882へ
◆健康料理教室「千葉の野菜で元気もり
もり」
11/22㈬10時～13時30分 京葉ガ

ス松戸ショールーム（松戸駅下車） 先
着20人 500円（材料費） 電話で千
葉県栄養士会☎043－256－1117（平
日10時～16時）へ
◆講演会「『気になる』子どもの理解と支
援×保護者との連携」
11/22㈬18時～20時 ふれあい22
植草学園短期大学教授・佐藤愼二氏
FAXで子どもの発達支援を考える会・工
藤 04－7176－1903へ
◆医療講演会「超高齢化社会における『地
域包括ケア』」
11/22㈬18時～20時 新松戸診療所

（JR新松戸駅下車） 先着70人 市立病
院の充実を願う市民ネット・千

ち

田
だ

☎090
－7211－1920
◆木

き

目
め

込
こ

み人形で干
え

支
と

「いぬ」を創
つく

る！
11/23㈷・27㈪各10時～12時 馬橋

市民センター 各先着20人 3,500円
（材料費） 電話で木目込み人形サーク

ル・羽
は

川
がわ

☎342－8229へ
◆あなたに合った施設選び～自宅での生
活が不安になった時～
11/23㈷13時～16時30分 常盤平

市民センター 先着120人 500円 電
話で豊かな高齢期をつくる松戸市連絡
会・樋口 ☎090－2222－2769へ

講演会「今
いま

時
どき

の中学生は何を考え感
じているのか?」
11/23㈷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
●松戸市パークゴルフ大会
11/25㈯8時～12時、午後フリー オ

スカー船橋パークゴルフ場（北総線小室
駅下車） 36ホールストロークプレー
市内在住または松戸市パークゴルフ協会
会員 1,700円（オスカー会員1,600円）
電話で松戸市パークゴルフ協会・川田

☎090－2148－0017へ
◆小原流みんなの花展・クリスマス
11/25㈯・26㈰各10時～18時（26日
は16時まで） アートスポットまつど
同実行委員会・須賀☎303－3188

●松戸市民劇団青年部公演「マキノノゾ
ミ作・ポン助先生～富士見町アパート四
部作より～」
11/25㈯15時～17時・19時～21時、

11/26㈰13時～15時・16時～18時
同劇団アトリエ「劇

しばい

舎
や

」（日暮1の2の3
の4F） 1,000円（前売りのみ） 電話
で同劇団・向

こう

後
ご

☎389－4646へ
●生涯学習セミナー2017「“心と体”め
ざそう健康長寿者」
11/26㈰10時15分～15時35分 常

盤平市民センター ノート・筆記用具
2,000円 FAXで松戸モラロジー事務
所・立

たつ

澤
ざわ

☎388－1689へ
◆佃・月島歴史散策&ウォーキング
11/26㈰12時20分松戸駅連絡通路中

央集合〔小雨決行〕 先着40人 500
円（別途交通費） 11/10㈮までに、FAX
で香

こう

実
み

会・岩本 385－2719〔☎080
－1019－1988（夜間のみ）〕へ
◆つくしバザー
11/29㈬10時～12時 県立つくし特

別支援学校　※11/6㈪～27㈪の間は物
品提供も受け付け 同実行委員会☎394
－6040（平日9時～14時）
◆講演会 健やかな成長を願って
「生きる力を育む遊び」「子どもと遊び」
12/2㈯9時30分～12時 小金北小学
校 千葉大学大学院教授・木下勇

いさみ

氏、東
葛病院前院長・下

しも

正
まさ

宗
むね

氏 冒険山実行委
員会・石崎☎090－2437－4313
◆シニア・初中級者テニス教室
12/6～H30/3/28の㈬・㈮①9時②11
時③13時（各2時間） 松戸テニス倶

く

楽
ら

部
ぶ

（金ケ作） 10,800円 11/24㈮までに、
電話でシニアテニス世話人・原田☎080
－9983－7469へ
◆講演会「ちいさな（社会）をたくさんつ
くる～超高齢社会を楽しく生きる～」
12/7㈭13時30分～16時（13時開場）
新松戸市民センター 東京大学大学

院教授・牧野篤
あつし

氏 先着200人 当日
会場で 東葛市民後見人の会松戸支部
事務局・堀井☎344－1834

◆フランス語を話そう会
第2・4㈮10時～12時 ハーベストヒ

ル（新京成みのり台駅下車） 月500
円 加藤☎080－3702－5100
◆棋

き

楽
らく

会
かい

（囲碁・初級者指導）
㈪㈬㈭㈯13時～17時 六実集会所
1日100円 大

だい

悟
ご

法
ぼう

☎385－0984

◆松戸歌声サロン
第3㈪14時～16時 アリエッタホー

ル（松戸駅下車） 月1,200円 金
かね

谷
や

☎090－3491－7373
◆ウクレレサークル プルメリア
第1・3㈬16時30分～17時30分

コープみらい南流山 月4,000円

2,000円 古川☎361－4315
◆ランドダンスサークル ウイング
㈪9時～12時 稔台市民センター

月2,000円 1,000円 遠藤☎384－
6967
◆みのり太極拳（練

れん

功
こう

十八法・八段錦
きん

等）
㈮19時～21時 稔台市民センター

月3,000円 1,000円 鈴木☎384
－8295
◆楊

よう

名
めい

時
じ

太極拳みのり同好会
㈬10時～12時 稔台市民センター
月3,000円 前川☎090－3918－

6472
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このコーナーは市民団体等からのお知らせです（●マークは社会教育関係団体
…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）

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



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。

①11月26日㈰ 9時～16時（入場は15時30分まで）②27日㈪～30日㈭各13時
から、14時から　交通26日のみJR北松戸駅東口および新京成八柱駅北口から無料送迎バス
を運行（8時45分始発、30分間隔）。 ※新京成バス（有料）でのご来場は、北松戸駅から県

11月21日㈫・24日㈮・29日㈬
各9時30分～10時15分（9時10分から受け付け）

会場県立松戸南高校柔道場　内容抱っこやおんぶ、ふれ
あいあそび等　対象おおむね生後5カ月から1歳6カ月未
満の乳幼児と保護者　定員各日25組程度　持ち物母子
手帳、エコー写真（お持ちの場合）、おもちゃ、おむつ等

11月14日㈫までに、参加申込書をEメールまたは
FAXで子どもわかもの課 mckowaka@city.matsudo.
chiba.jp、 366－7473（☎366－7464）へ
※参加申込書は同課、各おやこDE広場・子育て支援セ
ンターで配布する他、市ホームページからダウンロード
できます。

11月23日㈷ 9時30分 北総線矢切駅前広場集合〔雨天決行〕　
コース水上勉旧居跡、西蓮寺、野菊の墓文学碑、矢切神社会館（昼食・映画鑑賞）他
費用1,500円（資料、保険、昼食代含む）　定員先着50人
 11月10日㈮〔必着〕までに、往復はがきに住所・氏名・電話番号を記入して、
〒271－0092松戸市松戸1874　松戸探検隊ひみつ堂「野菊の墓」係（☎727－7825）へ

11月12日㈰
8時～13時〔雨天決行〕
会場松戸南部市場　内容地場
野菜・青果・水産物の即売、
マグロの解体、和名ケ谷中学
校吹奏楽部の演奏、消防署チ
ビッ子レスキュー、ミニSL、
ふわふわドーム他　交通松戸
駅東口から無料シャトルバス
または新京成バス「三矢小台」

「野菊野団地」行きで「総合
市場前」下車

 12月27日㈬開院予定
「松戸市立総合医療センター」内覧会

「野菊の墓」文学散歩と映画「野菊の如
ご と

き君
き み

なりき」の鑑賞

市ホームページ
新
八
柱
駅

新
八
柱
駅

JR北松戸駅JR北松戸駅

北口無料送迎バス乗り場北口無料送迎バス乗り場

東口無料送迎バス乗り場東口無料送迎バス乗り場

市立病院が新しく生まれ変わります！

高 校 生 と 赤 ち ゃ ん の 要申込

立松戸高校行きで、「千駄堀口」下車徒歩7
分。 ※車でのご来場は同センター内駐車場
をご利用ください。 詳細は市
ホームページをご覧ください。
※申し込みは不要です。
問新病院開設課☎301－7311

要申込

　10月20日に、北総線秋山駅前ロータリー内に地域の防犯
力の向上を図るための拠点となる「防犯ボックス」を開設し
ました。防犯ボックスには警察官OBのセーフティアドバイ
ザーが勤務し、地域の自主防犯活動団体と連携して合同パト
ロールや子どもたちの見守り活動等を行います。
開設時間原則、14時～22時（年末年始を除く）
問市民安全課☎366－7285

秋山地区に防犯ボックスを開設
地域の

安全・安心
を守る！

問同実行委員会事務局☎363－2222

戸松
市南

部
市場
祭

ふれあい体験参加親子募集

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5月生
食べるの大好き蒼くん♪たくさ
ん食べて大きくなってね☆

阿あ

部べ

蒼そ
う

ち
ゃ
ん

琴こ
と

葉は

ち
ゃ
ん

平成29年2月生
強く逞

たくま

しく美しい女性に
育ってください。いつも笑
顔をありがとう。

平成29年2月生
フサフサのこうちゃん！人に幸せを
分け与えられるくらい、心やさしく
器の大きな男の子に育ってね♪

明あ
け

田た

幸こ
う

大だ
い

ち
ゃ
ん

　今年の4月から来年3月末までの1年間に、市内で
100歳を迎えられる方がどのくらいいると思いますか？
答えは80人です。20年以上前には、元気に100歳を迎
えた双子姉妹「きんさん・ぎんさん」が、マスコミに
取り上げられたことが思い出されますが、今では、健康
に過ごせば、これだけ多くの方が100歳を迎えられるよ
うになりました。「何といっても健康で長生きが一番」。
そのためには、食事や運動、人と話したり趣味のお稽
古をしたりして、社会との繋がりを持つことが必要だと
いわれています。そこで松戸市では昨年度から、皆さ
んが健康づくりに取り組めるための事業として「まつど
健康マイレージ」を実施しています。健康診断の受診
や健康に関するイベントへの参加、スポーツジムの利用
などでマイルが貯まり、応募すると抽選で特典がもらえ
るというものです。100歳を迎えられる方80人のうち、
男性は10人と少ないので、私も含め男性には特に、こ
の事業に積極的に参加して、健康で長生きできるきっか
けを作っていただければと思います。
　21世紀の森と広場が2つのイベントで盛り上がりま
す。現在開催中の芸術祭「松戸アートピクニック」では、
高校の教科書で紹介されている方など9人の招待作家
が、公園の広大な土地を活かした作品やライトアップす
る光の作品を屋外に展示しています。公園の近くを通
るJR武蔵野線や、公園を横切る道路からも芸術作品を
見ることができます。11月3日㈷から5日㈰には「モリヒ
ロフェスタ」が同時開催され、全国でも有名なお店が
出店するラーメンサミットや、市内飲食店や手作り雑貨
の物販、スポーツイベントが行われます。ぜひ、足を
運んでいただき、芸術・食欲・スポーツの秋を楽しんで
ください。
　12月27日㈬に開院予定の「松戸市立総合医療セン
ター」が竣工しました。延床面積は4万7,020㎡、地上
9階建てで、免震構造になっています。また、災害対応
や広範囲からの重症患者を受け入れることができるよ
う、屋上にヘリポートを設置しました。11月26日㈰から
30日㈭まで、内覧会を開催しますので、新しく生まれ
変わる「松戸市立総合医療センター」を、皆さん、ぜ
ひ見に来てください。

健康で長生きが一番

人口と世帯（平成29年10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 488,187 人 〔 +11 〕 男 242,838 人〔 △18〕
世帯 222,455 世帯 〔 +57 〕 女 245,349 人〔 +29〕

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

2017.11.1
（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

079




