
「聖なる火を松戸の道へ」市は東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーの誘致に取り組んでいます。

7月24日㈫10時15分～11時45分　会場衛生会館　
定員先着30人　持ち物動きやすい服装、タオル、飲み
物　費用無料　※見学のみの参加もできます。
7月23日㈪までに、電話で同課☎710－3081へ

8月8日㈬13時～15時30分（順次受け付け、体験時間
10分程度）　会場中央保健福祉センター　費用無料　
※東京2020大会関連の展示も行います。
問同課☎710－3081

詳細は市ホーム
ページで

 1964年に流行した『東京五輪音頭』をリメイク！
 『東京五輪音頭－2020－』公開練習会 in 松戸 要申込

ヨーロッパで生まれたパラスポーツ
「ボッチャ」体験会

東京オリンピ ッ ク・パ ラ リンピ ッ ク関 連イベ ント

ルーマニア

ドミニカ共和国

松戸市

東京オリンピック・パラリンピック
まであと2年！

　ドミニカ共和国・ルーマニアの文化紹介やスペイン語・ルーマニア語を
学ぶコーナーを広報まつど８月１日号からスタートします。お楽しみに！ホストタウン情報〜各国の文化を知ろう〜

Dominican Republic Romania

　ドミニカ共和国は、カリブ海にあるリゾート地。ラテン音楽「メレンゲ」に合
わせた踊りが盛んで、琥

こ

珀
は く

の名産地としても有名。多くのメジャーリーガーを
輩出する、野球が盛んな国です。
面積	約48,442k㎡（九州と高知県を合わせたぐらいの広さ）
人口	約1,065万人
首都	サントドミンゴ
公用語	スペイン語

平成27年9月
　「駐日外交団地方視察ツアー」でドミニカ共和国
大使館公使が松戸市を訪問。
平成28年6月
　市訪問団がドミニカ共和国で梨栽培の可能性や
育成方法について協議・会談。また、ドミニカ共和
国オリンピック委員会およびソフトボール競技連盟
と「事前キャンプ実施等に関する覚書」を交わす。
平成28年11月
　ドミニカ共和国農地庁長官が松戸市を訪問。松
戸市長と「梨の交流に関する覚書」を交わす。
平成30年1月
　市訪問団がドミニカ共和国で、梨の苗木の植樹
と技術指導を行う。

平成28年1月	
　七草マラソン大会にルーマ
ニア陸上選手を招待。以降、
毎年招待選手として出場す
る他、市民と交流を深める。
	平成29年9月
　ルーマニアオリンピック
委員会および5つの競技連
盟（陸上・レスリング・卓球・
水泳・フェンシング）と「事前
キャンプ実施等に関する覚
書」を交わす。

　ルーマニアは、東ヨーロッパで唯一のラテン系国家。「吸
血鬼ドラキュラ」のモデルとされる「ブラン城」や1976年モン
トリオール五輪の体操競技で金メダルを獲得したナディア・
コマネチ氏が有名。数々の世界遺産と美しい自然に囲まれ
た国です。
面積	約238,000k㎡（本州と同じぐらいの広さ）
人口	約1,980万人
首都	ブカレスト
公用語	ルーマニア語

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081（ホストタウンについて）
	 文化観光国際課☎366－7327（ドミニカ共和国との梨による交流について）

　2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、松戸市が
「ドミニカ共和国」と「ルーマニア」のホストタウンとして登録されました。
各国とスポーツや文化、農業を通じた交流を深めています。

世界と
つながる
ホストタウン交流！

ホストタウンとは
　2020年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会に向けて、事前キャンプの誘致等を
通じて、大会参加国と経済的・文化的交流を
図ることを目的とした国の制度です。

梨の栽培を通じた交流
ドミニカ共和国（Dominican Republic）

七草マラソンがきっかけ
ルーマニア（Romania）

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081
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●松戸市長選挙の結果
●持ち家を有効活用「マイホーム借上げ制度」
●国保・後期高齢者医療制度のお知らせ
●子育て世帯必見！夏休みのイベント
●松戸市PR冊子「まつど3つのNo.1」発行



時間①～③⑤⑥⑩⑪各13時～16時④⑦～
⑨⑫各9時～12時　会場①～⑥常盤平市民
センター⑦～⑫シニア交流センター　対象
40歳以上　費用①～⑦⑩～⑫各4,000円⑧
⑨各8,000円（別途教材費各500円程度）

コース 日程
①スマホの選び方 8/  7㈫
②スマホ入門 8/  9㈭
③スマホ・アプリ 8/23㈭
④タブレット（iPad）入門 8/23㈭
⑤タブレット（iPad）実用 8/28㈫
⑥Facebook 8/16㈭
⑦パソコン入門 8/  8㈬
⑧Word基礎〔全2回〕 8/  9㈭・16㈭
⑨Excel基礎〔全2回〕 8/22㈬・29㈬
⑩Windows10の操作 8/  8㈬
⑪Wi-Fiの使い方 8/21㈫
⑫個人授業 8/  7㈫

申 7月25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
タースマホ・パソコン教室係 330－5008
（☎330－5005）へ

スマホ・パソコン教室 要申込シルバー人材センター

問商工振興課☎711－6377
　インターネットや大型の合同企業説明会では見つける
ことが難しい、地元に根付いた優良企業が参加します。
ぜひご参加ください。

日時7月7日㈯13時30分～16時30分
会場松戸商工会議所（松戸駅下車）
対象15歳からおおむね39歳までの求職者（平成31年3
月卒業予定者含む）　費用無料
電話で㈱学情松戸市就職サポート事業運営事務局

☎03－3545－7310、または同説明会ホームページへ
※一時保育（6カ月～未就学児、先着10人）を
希望する場合は、7月5日㈭までに、電話で商
工振興課☎711－6377へ。 ※事前登録をし
て来場した人には、これからの就活・社会人
生活に役立つ小冊子を無料でプレゼント！

地元で就職したい若者集まれ！地元で就職したい若者集まれ！
まつど合同企業説明会まつど合同企業説明会

問幼児保育課☎366－7351 問住宅政策課空家活用推進室☎366－7366

市内優良企業40社が出展

同日開催  就職支援セミナー　13時～13時30分
　自分に合った企業の見付け方など、同説明会の活用方法を伝えます。

　市では（一社）移住・住みかえ支援機構（JTI）と連携し、空き家対策・住みかえ支
援事業「マイホーム借上げ制度」の普及に取り組んでいます。JTIが50歳以上の
人から持ち家を借り上げ、賃貸住宅として転貸することで、安定した賃料収入が得
られます。自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用できます。

　 マイホーム借上げ制度説明会を開催 要申込

8月25日㈯13時30分から
会場小金原市民センター　講師JTI職員　定員先着100人　費用無料
 電話で同課同推進室☎366－7366へ

マイホーム借上げ制度

マイホーム借上げ制度の仕組み

移住・住みかえ
支援機構（JTI）

借家契約 3年の定期
借家契約

賃貸物件を
借りたい人

マイホームを
貸したい人

国の基金
（高齢者住宅財団）

万が一の場合の
保証

7月5日㈭
　全国瞬時警報システム（J

ジェイ

-A
ア ラ ー ト

LERT）を通じて、全国
一斉に緊急地震速報の訓練放送が配信されます。訓練
放送が流れたら机の下などに避難し、頭を保護するな
ど訓練にご活用ください。
J-ALERTとは地震や津波、武力攻撃などの際に、国か
ら各自治体へ瞬時に緊急情報を伝達するシステムです。

防災行政無線を使った
緊急地震速報の訓練放送

9時（事前の案内放送）
10時ごろ（本番放送）

問危機管理課☎366－7309

駐輪場名 空き
台数

一時使用
受入台数

北松戸駅西口
（屋根あり） 43 19

馬橋駅東口高架下 68 25
馬橋駅西口   6 11
馬橋駅西口高架下 18 ―
新松戸駅西口
高架下第２ 39 10

新松戸駅西口
高架下第３   6   5

駐輪場名 空き
台数

一時使用
受入台数

八柱駅北口第２ 29 11
八柱駅北口第３ 62 ―
常盤平駅北口第１
（屋根あり） 23 ―

常盤平駅北口第２
（屋根あり） 32 ―

五香駅東口第２
（屋根あり） 38 ―

松戸新田駅北口第１   7   5
稔台駅南口第１ 15 15

市立保育所職員（任期付短時間
勤務職員）を募集
採用期間10月1日～平成33年3月31日　受験資格昭和28年4月2
日以降に生まれた人（保育士は有資格者または9月30日までに資格
取得見込みの人）　受験案内書配布期間・方法8月10日㈮まで、幼
児保育課・各支所およびハローワーク松戸で配布する他、市ホーム
ページでダウンロードできます　※詳細は受験案内書をご覧くだ
さい。 試験日8月26日㈰　試験会場市役所議会棟
 8月10日㈮〔消印有効〕までに、郵送で幼児保育課へ

試験区分 募集
人数

勤務時間
（1日）

給与月額
（地域手当込み）

雇用
保険

健康
保険

厚生
年金

保育士 10人
 程度

6時間15分
171,050円～

有 有 有
6時間15分
（朝夕2回勤務） 有 有 有

保育従事職員
（資格不問）

30人
 程度

6時間
（朝夕2回勤務）129,019円 有 有 有

4時間
（朝夕2回勤務）  86,019円 有 無 無

3時間
（朝夕2回また
は1回勤務）

  64,509円 無 無 無

市営有料駐輪場で普通自動
二輪車（125cc以下）の受け入
れを開始しています 問交通政策課

　☎366－7439

持ち家を有効活用しませんか

無料

申請書配布・受付場所各指定駐輪場　
申請締め切り利用開始を希望する月の前月20日　
※使用料や各駐輪場の場所等詳細は、同課および
各指定駐輪場で配布しているパンフレットまたは市
ホームページをご覧ください。

市ホームページ

定期使用の空きがある駐輪場（平成30年6月22日時点）

　任期満了に伴う松戸市長選挙の
投票が6月10日に行われ、運動公
園体育館で即日開票されました。
その結果、本郷谷健次氏が当選し、
今後4年間の松戸市政を引き続き
担うことになりました。
　なお、投・開票結果は右記のと
おりです。
問市選挙管理委員会事務局
　☎366－7386

  松戸市長選挙の結果 投・開票結果　告示日6月3日　投票日6月10日

性別 選挙人名簿登録者数 当日
有権者数 投票者数 棄権者数 投票率

男 203,746人 199,681人 57,394人 142,287人 28.74%
女 205,963人 202,619人 60,614人 142,005人 29.92%
計 409,709人 402,300人 118,008人 284,292人 29.33%

区分 届出番号 候補者氏名 党派 新現元別 得票数
当 1 本郷谷健次 無所属 現 66,498票

2 ミール計恵 日本共産党 新 15,867票
3 川井友則 無所属 新 28,013票
4 中村典子 NHKから国民を守る党 新 5,902票

本郷谷健次現市長本郷谷健次現市長
が当選が当選

選挙後、初登庁した選挙後、初登庁した
本郷谷市長本郷谷市長

同説明会
ホームページ

2

●広報まつど　2018年（平成 30年）7月1日



保険証があずき色になります
　現在の保険証（緑色）の有効期限は7月31日㈫です。
保険料の算出方法

●限度額は62万円●世帯の所得に応じ、均等割額が
軽減される場合あり●これまで会社の健康保険など
（国保・国保組合は対象外）の被扶養者だった人は、本
人の所得に関係なく均等割の5割が軽減され、所得割
額は0円（負担なし）
保険料の納付方法
　特別徴収・普通徴収（納付書または口座振替）があ
ります。詳細は保険料の通知書をご覧ください。

国民健康保険　　・後期高齢者医療制度　　のお知らせ
問 国民健康保険課給付班☎366－7293（国保について）
 同課広域保険担当室☎366－7342（後期について）

問国民健康保険課広域保険担当室☎366－7342
　千葉県後期高齢者医療広域連合☎043－308－6768

保険料＝１人当たりの定額の保険料（均等割＝
41,000円）＋所得に応じた保険料〔所得割＝（総
所得金額等－基礎控除額33万円）×7.89%〕

　全国から応募のあった37作品の中から、松戸市長特別賞を表彰します。シンポジウムに参加
して松戸のまちづくりについて考えてみませんか。

日時7月21日㈯14時30分～17時（14時開場）　会場市民劇場

松戸市長特別賞表彰式・
記念シンポジウム 要申込 問街づくり課

　☎366－7376

14時30分から 松戸市長特別賞表彰式

14時40分から 基調講演「都市デザインから考える松戸駅周辺の将来像～デザイン競技応募
者たちから見た都市デザインのアプローチ～」

  講師神戸芸術工科大学教授・西村幸夫氏

15時20分から  パネルディスカッション
 コーディネーター西村幸夫氏　パネリスト国土交通大臣賞受賞㈱久米設計・

岩倉圭介氏・石田哲史氏、まちづくり月間全国的行事実行委員会会長賞受賞
大成建設㈱・石田武氏・後藤将人氏、（公財）都市づくりパブリックデザインセン
ター理事長賞受賞社会環境設計室・金城正紀氏、松戸市長特別賞受賞東京
大学大学院・新妻直人氏・中戸翔太郎氏、松戸市本郷谷市長　定員先着250
人　費用無料

7月13日㈮〔必着〕までに、郵送・FAX・市ホームページの申し込みフォームに
郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・企業（団体）名と所属（個人は不要）
を記入して、〒271－0072松戸市竹ケ花136の2松戸市役所　街づくり課
704－4050へ

国保 後期

8月診療分から70歳以上の自己負担限度額が変わります

※ 住民税非課税世帯に変更はありません。
※ 1総医療費が基準金額を超えた場合は、超えた分の1％を加算。
※ 2過去12カ月以内に3回以上高額療養費の該当となった場合は、4回目以降自己負担限度額が下
がります。

所得区分
自己負担限度額＝全ての保険診療を合算（差額
ベッド代・食事代・保険診療外は除く）
外来（個人単位） 外来+入院（世帯単位）

現
役
並
み
所
得
者

Ⅲ 課税所得
690万円以上

　　　　　　　 252,600円※1

　　　　　　   （140,100円※2）

Ⅱ 課税所得
380万円以上690万円未満

　　　　　　　 167,400円※1 
　　　　　　　 （93,000円※2）

Ⅰ 課税所得
145万円以上380万円未満

　　　　　　　   80,100円※1

　　　　　　　 （44,400円※2)

一般 課税所得
145万円未満

18,000円
（年間上限額は
144,000円）

57,600円
　（44,400円※2）

高額療養費（月額）国保 後期

※所得区分（一般、低所
得者Ⅰ・Ⅱ）の被保険者
に変更はありません。

所得区分 医療保険分と介護保険分を合算した限度額

現役並み所得者
Ⅲ 212万円
Ⅱ 141万円
Ⅰ   67万円

高額介護合算制度（年額）国保 後期
限度額適用認定証の交付
　世帯全員が住民税非課税の場合、8月から現役並
み所得者Ⅰ・Ⅱの区分対象者は、医療機関窓口での
自己負担限度額が軽減される「限度額適用認定証」
の交付が受けられます。
直接同課同担当室または各支所へ

後期高齢者医療被保険者証（保
険証）および保険料の通知書を
7月中旬に発送します

後期

8月以降の限度額適用認定証を希望する人は、再度申請し
てください

　現在の限度額適用認定証の有効期限は7月31日㈫です。8月からは従来の所得区分対
象者に加え、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの区分対象者も限度額適用認定証が必要です。限度
額適用認定証を提示しない場合は現役並み所得者Ⅲの自己負担額で精算後、差額の払
い戻し手続きが必要となります。
7月20日㈮以降に、国民健康保険課給付窓口で事前に以下の2点を確認してくだ

さい●世帯主（社会保険等に加入している世帯主含む）と国保加入者全員分の平成30年
度（平成29年中）の所得申告が済んでいる●申請日に国民健康保険料の未納がない
※詳細は同課給付班（☎366－7293）にお問い合わせください。

新しい国民健康保険被保険者証
（灰色）を7月末までに送付します

　現在の国民健康保険被保険者証（黄色）の有効期限
は7月31日㈫です。
　郵便局の保管期限が切れてしまった場合は、支所
または国民健康保険課で本人確認書類を提示すると
窓口での受け取りができる他、再郵送も可能です。
問同課資格賦課班（☎366－7353）

　全ての子どもが未来に夢や希望を持って成長してい
くためには、子どもの未来を支援する地域づくりが必要
です。地域の担い手と行政が共に「子どもたちがこぼ
れにくい地域づくり」を進めるためにできることを考えま
す。
日時7月①13日㈮13時30分～15時30分（13時開場）
②28日㈯14時30分～16時30分（14時開場）③8月3
日㈮14時～16時（13時30分開場）　会場①市民劇場
②常盤平市民センター③新松戸市民センター　テーマ
子どもの貧困の現状について　講師①前厚生労働省社
会・援護局長・石井淳子氏②聖徳大学心理・福祉学部
准教授・須田仁氏③流通経済大学法学部准教授・坂野
喜隆氏　定員先着①300人②190人③250人

費用無料　※手話通訳、要約筆記あり。　※一時
保育（6カ月～未就学児、各先着10人）を希望する場合
は、7月①6日㈮②20日㈮③27㈮までに、電話で同課
同担当室☎366－5181へ

考えよう！
子どもの未来を支援する地域づくり

問子ども家庭相談課
　子どもの未来応援担当室
　☎366－5181

子どもの未来応援子どもの未来応援
講演会講演会

松戸駅周辺地区を対象とした
第20回「まちの活性化・都市デザイン競技」

市ホームページ

国保 国保
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　市内受け入れ施設の担当者と直接話せるマッチングイベントです。活動者が体験談
を語るコーナーもあります。社会参加や地域貢献をしながら介護予防につなげる「介
護支援ボランティア」を始めませんか。
日時7月20日㈮10時～12時　会場市民会館　対象市内在住の65歳以上、介護支
援ボランティア登録者のうち活動していない、または活動場所を探したい人

同日開催  介護支援ボランティア登録説明会 要申込
　同ボランティアとして活動するには、松戸市社会福祉協議
会が行う登録説明会への参加登録が必要です。 
時間11時～13時　会場市民会館
 共通 電話で同協議会☎362－5963へ

申請受付窓口国民年金課、各支所または松戸年金事務所　※本人・配偶者・世帯
主の前年の所得が不明な場合は、国民年金課で申請。 ※結果通知は日本年金機
構から送付。 対象国民年金に加入中の20歳以上60歳未満で、以下のいずれかに
該当する人●前年の所得が一定以下（下表）●失業により保険料の納付が困難
免除対象期間7月～平成31年6月　※過去2年分の申請も可。 持ち物年金手帳・
印鑑　※本人・配偶者・世帯主が平成29年1月1日以降に失業している場合は、雇
用保険受給資格者証等の退職の事実が分かる公的機関の書類を持参。

　健康都市の実現に賛同する都市間ネットワークを構築するため、発足した「健康都市連合日本支部」の大会を松戸
市で開催します。同連合同支部に加盟する各自治体の健康づくりに関する取り組みの発表・展示の他、松戸市医師
会による講演、第四中学校吹奏楽部による演奏、健康関連・協賛企業の出展もあります。ぜひご参加ください。

7月19日㈭7月19日㈭13時～16時45分（12時30分開場）、13時～16時45分（12時30分開場）、20日㈮20日㈮10時～11時45分（9時30分開場）10時～11時45分（9時30分開場）
会場会場森のホール21小ホール森のホール21小ホール

平成30年度分国民年金保険料の
免除申請を受け付けます

松戸市制施行
75周年記念 ～市民が主役の健康づくり～

健康都市連合日本支部大会健康都市連合日本支部大会

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

※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〕

平日16時30分～翌日9時
休日と土曜9時～翌日9時☎366－0010

テレホン案内サービス

問国民年金課
　☎366－7352

※本人だけではなく、配偶者や世帯主も各段階の免除基準に該当していることが必要です。
※一部免除の審査は、社会保険料控除額等を加味して行うため、表の金額と異なる場合
があります。

免除対象となる所得の目安
扶養人数 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除

  2人（例：配偶者と子） 127万円 154万円 194万円 234万円
  1人（例：配偶者） 92万円 116万円 156万円 196万円
  扶養なし 57万円 78万円 118万円 158万円

介護支援ボランティアとは市内高齢者施設・障がい者福祉施設・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5,000円また
は障がい者就労施設の商品と交換できる制度です。

健康都市連合とは
　世界保健機関（WHO）西太平洋
地域事務局の呼びかけで2003年に
設立。国際的な協働を通じて健康
都市の発展のための知識や技術を
開発することなどを目的とした組
織で、各都市・NGO・国際機関な
どで構成されています。

介護支援ボランティア介護支援ボランティア
市内受入施設合同面談会市内受入施設合同面談会

社会参加・
地域貢献しながら
介護予防！

要申込

総合医療センター小児脳神経外科外来は、7月20
日㈮に休診します
 問同センター☎712－2511（代表）

肝炎ウイルス検診 要申込 
内容問診・血液検査（B型・C型肝炎ウイルス検査）　対象市に住
民登録がある40歳以上で、過去に肝炎ウイルス検診を未受診の
人　※肝炎ウイルスに感染しているまたは治療中の人は受診で
きません。　持ち物●特定健康診査等受診券（水色）、健康診査
共通受診券（水色）、肝炎ウイルス検診受診券のいずれか●本人
確認ができる物（保険証等）　費用無料
直接電話で市内委託医療機関（受診券に同封の一覧を参照）へ
 問健康推進課☎366－7487

後期高齢者健康診査 要申込 
受診期限平成31年3月31日㈰　内容身体計測、診察、問診、血圧
測定、尿検査、血液検査、心電図検査他　対象千葉県後期高齢者
医療保険加入者　持ち物千葉県後期高齢者医療被保険者証、受
診券（水色）　費用無料
直接電話で市内委託医療機関（受診券に同封の一覧を参照）へ
 問国民健康保険課健診班☎366－1121

①オストメイトの集い②がん患者・家族「集いの場」
要申込
7月19日㈭①10時30分～12時②13時30分～15時30分　会場
総合医療センター8階特別カンファレンス室（1階総合案内で入
館証を受け取ってください）　内容フリートーキング　定員各
先着15人　費用無料
電話またはFAXで同センターがん診療対策室☎712－2511

（内線1025）、 712－2573へ

健康塾「ソーシャルワーカーって何？」要申込 
7月25日㈬14時30分～16時　会場東松戸病院2階大会議室　
定員先着60人　費用無料　 
電話で同病院保健福祉医療室☎391－5500へ

夏休み親子くすり教室 要申込
8月4日㈯・5日㈰各13時～14時30分　会場衛生会館　内容く
すりの正しい使い方の体験　※参加者には修了証を発行。　
対象市内在学の小学4年～6年生と保護者　定員各先着20組　
費用無料
8月1日㈬までに、FAXで参加者の氏名（ふりがな）・性別・子ど
もの学校名・学年・連絡先・参加希望日を松戸市薬剤師会事務局
360－3614（☎360－3600）へ

日時 内容

7/19㈭

13:30～ 基調講演「市民が主役の健康づくり～健康と栄養の過去、現在、未来～」講師和洋女子大学大学院教授・古畑公
ただし

氏
14:05～ 開催都市発表「市民の健康づくりを応援！まつど健康マイレージ」（健康推進課）

14:50～
加盟都市実践報告
テーマ「世界の動きと地域の取り組み:S

エス

D
ディー

G
ジー

s
ズ

を推進する健康都市」
座長東京医科歯科大学大学院教授・中村桂

け い

子
こ

氏
16:10～ 吹奏楽演奏　出演第四中学校吹奏楽部

7/20㈮
10:05～ 加盟都市活動発表「高松市健康都市推進ビジョン～ウオーキングによる健康づくりの推進～」
10:25～ 市民団体活動発表「市民主体の健康活動について」（松戸市健康推進員経験者）
11:00～ 講演「まちっこプロジェクト」　講師松戸市医師会・市場卓

た く

氏

 問健康推進課
　 ☎366－7485

まつど健康マイレージ付与

4 7月10日㈫に、広報まつど　まつど健康マイレージ特集号を発行します。　問健康推進課☎366－7486
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7月10日㈫に、広報まつど　まつど健康マイレージ特集号を発行します。　問健康推進課☎366－7486



市等からのお知らせをお伝えするコーナーです。 は協働事業です。
…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

7/1㈰から「松戸市立地適正化計画に係
る届出制度」が始まります
　同計画において定められた区域の外で
一定の開発・建築行為を行う際は、行為
着手の30日前までに届け出が必要になり
ます。詳細は市ホームページまたは都市
計画課にお問い合わせください 同課☎
366－7372

7/2㈪から、地域福祉課は京葉ガスF松戸
第2ビルの5階から6階に移転します
地域福祉課☎366－3019

スクールアシスタント（校務全般の補助）
登録者募集
任用期間 9/1～H31/7/31 勤務日時 ㈪～
㈮、1日5時間45分勤務地市内小・中学校
時給 900円（別途交通費支給）選考方法 欠
員が生じた場合に、登録者の中から書類
選考および面接　※登録の有効期限は履
歴書提出日から1年間 履歴書を直接ま
たは郵送で、〒271－8588松戸市教育委
員会　教育企画課（☎366－7455）へ

看護師の非常勤職員募集　
勤務時間 月4日～8日程度、9時～16時
（半日勤務可）時給 1,460円（別途交通費
支給）業務内容 幼児健診時の身体計測、診
察介助 市内医療機関に勤務していない
看護師有資格者募集人数 若干名 電話で
子ども家庭相談課母子保健担当室☎366
－5180へ

北千葉広域水道企業団職員募集
採用日 H31/4/1　※詳細は同企業団ホー
ムページをご覧ください 同企業団総務
調整室☎345－3211

まつど市民活動サポートセンター指定管
理者募集
指定期間 H31/4/1～ H35/3/31 募集要項
配布期間 7/2㈪～20㈮　※募集要項は
市ホームページでダウンロードできます
市民自治課☎366－7062

祝松戸市制施行75周年 松戸まつり「バ
ザール」出店者募集
10/6㈯・7㈰各10時～17時 松戸中

央公園出品品目市内商店等の目玉商品、
市民の趣味やアイデアから生まれた作品
ブース 2.5m×1.5m参加資格市内事業者・
市民・市内任意団体 4,000円 7/9㈪・
10㈫各13時～16時の間に、出店責任者
の身分証明書（運転免許証等）の原本と
写し3枚を持参して、直接松戸商工会議所
（☎364－3111）へ　※7/30㈪開催の
出店申込者説明会への出席が必要です

明るい選挙啓発①ポスター②標語③動
画作品募集
募集規定①テーマ「明るい選挙の推進」、
四ツ切・八ツ切もしくはそれに準じる大
きさの画用紙を使用、描画材料自由、1
人1点まで②テーマ「きれいな選挙の推
進、棄権防止の呼びかけ」、1点20字以
内、1人2点まで③投票に行きたくなる1
分間動画応募資格 ①②市内在住・在学の
小学生～高校生　※応募作品返却不可。
入選作品は啓発活動に利用し、氏名・市
町村名・学校名・学年を公表 ①②9/7㈮
〔必着〕までに、市内在学の小学生～高
校生は各学校を通じて提出（市外通学者
は学校がある市町村の選挙管理委員会に
申し込み）③千葉県選挙管理委員会で募
集　※詳細は市ホームページをご覧くだ
さい 選挙管理委員会事務局☎366－
7386

11/3㈷開催の青少年会館文化祭＆青年
フェスティバル①企画実行委員②ダンス・
演劇・音楽などの発表出演団体（者）募集
市内在住・在学・在勤の小学生か

らおおむね35歳までのグループ・個
人 ①10人②2団体（抽選） 8/10㈮
までに、電話またはEメールに件名「文
化祭」、本文に氏名・年齢・連絡先を記
入して、青少年会館☎344－8556、
mckozas@city.matsudo.chiba.jpへ

かおりの樹木・草花を用いた「みどり香る
まちづくり」企画コンテスト
募集期間 9/14㈮まで　※応募要件等の詳
細は、環境省ホームページをご覧ください
同省水・大気環境局大気生活環境室臭

気対策係☎03－5521－8299

文化ホールの使用受け付け
7/11㈬10時30分から 文化ホール

使用期間 10/2㈫～12/28㈮ 使用料、
社会教育関係団体登録証（該当団体のみ）
生涯学習推進課☎367－7810

原爆被爆者に見舞金を支給
受付期限 7/20㈮ 平成30年7月1日現
在市内に居住し、住民基本台帳に登録さ
れていて、被爆者健康手帳の交付を受
けている人金額年8,000円 申請書、印
鑑、被爆者健康手帳、申請者名義の金融
機関の口座番号・預金種別等が確認でき
る物の写しを持参または郵送で〒271－
8588松戸市役所　地域福祉課（☎366－
3019）へ

7/1㈰～7㈯は全国安全週間「新たな視
点でみつめる職場 創意と工夫で安全管
理 惜しまぬ努力で築くゼロ災」
　安全で快適な職場環境づくりを進めま
しょう 商工振興課☎711－6377

7/10㈫～19㈭は夏の交通安全運動期間
「あなたは今 安全運転をしていますか」
重点目標 ●子どもと高齢者の交通事故防
止●自転車の安全利用の推進●後部座席
を含めた全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底●飲酒
運転の根絶 市民安全課☎366－7341、
松戸警察署☎369－0110、松戸東警察
署☎349－0110

8月末まで農地パトロール（農地利用状
況調査）を実施
　市内農地の有効利用と遊休農地の発生
防止および解消を図ります 農業委員会
事務局☎366－7387

毒物劇物取扱者試験
8/9㈭ 敬愛大学稲毛キャンパス（千

葉市） 11,000円 千葉県健康福祉部
薬務課☎043－223－2618

講座・講演・催し

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
7/5㈭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

犬・猫の一般譲渡会
7/5㈭、8/2㈭、9/6㈭各13時から13

時30分までに受け付け 千葉県動物愛
護センター東葛飾支所（柏市）　※犬のし
つけ方教室、飼い主さがしの会等も開催。
詳細はお問い合わせください 同支所☎
04－7191－0050

再生自転車を販売
7/7㈯9時～12時（8時30分から整理

券配布） シニア交流センター販売台数
約25台（売り切れ次第終了）価格 6,000
円～12,000円（防犯登録付き） （公社）
松戸市シルバー人材センター☎330－
5005

馬橋東市民センターふれあい交流発表会
7/7㈯10時～17時 利用者サークル

の歌・踊りの発表、体験、書道・絵画作品
の展示等 同センター☎346－2055

こんなこともできるWordの機能 初級
から中級〔全2回〕
7/10㈫・24㈫各10時～12時 馬橋

市民センター 先着10人 ノートパソコ
ン、筆記用具 2,000円 7/6㈮まで
に、電話またはEメールに講座名・住所・
氏名・電話番号・年齢を記入して、同セン
ター☎342－9690、 mabashi@td-f.
co.jpへ

ふれあい教室「朗読をきくかい」
7/11㈬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 7/13㈮10時～10時30分 門
前公園（日暮1の9）、かもめ公園（小金原
7の30） 各先着100人 市民安全課☎
366－7285

（公社）松戸市シルバー人材センター臨
時入会説明会
7/13㈮10時から 市民会館 市内

在住で健康な60歳以上 同センター☎
330－5005

住宅リフォーム①相談②市民講座
7/14㈯①10時～13時、14時～16時

②13時～14時 小金原市民センター
松戸住宅リフォーム相談員協議会☎365
－5252

子ども向けプログラミング教室「コー
ダー道場まつど」
7/14㈯14時～16時 松戸観光案内

所 マウス操作ができる小学生（保護
者同伴） ノートパソコン 先着10人
C
コ ー ド

ode f
フォー

or M
マ ツ ド

atsudoホームページで
文化観光国際課☎366－7327

地域猫活動セミナー「一番気になる猫の
トイレの話」
7/16㈷13時30分～15時30分 小金

北市民センター 東葛地域獣医師会・中
島昭満氏 先着50人 300円 電話で
環境保全課☎366－7336へ

シティー・ミニコンサート～チェロで聴く
フランス音楽～
7/18㈬12時15分～12時45分（11時

30分開場） 市役所市議会議場曲目白鳥
（サン=サーンス）、チェロソナタ（ドビュッ
シー）他演奏者小川泰則（チェロ）、中島知
美（ピアノ） 先着150人 当日会場で
生涯学習推進課☎367－7810（演目）、議
会事務局☎366－7381（会場）

花づくり講習会「病害虫防除とお薬のは
なし」
7/20㈮13時30分～15時30分 21

世紀の森と広場パークセンター 上
か ず さ

総更
さら

級
しな

公園園芸アドバイザー・白
しら

瀧
たき

嘉
よし

子
こ

氏
先着40人 電話で（公財）松戸みどりと花
の基金☎710－2851へ

ミニ手賀沼の水生動物調べおよび沈水
植物植栽
7/21㈯10時手賀沼親水広場水の館

（我孫子市）正面玄関前集合、12時解散
〔雨天中止〕 手賀沼流域在住の人（小
学3年生以下は保護者同伴） 先着50人
タオル、飲み物、帽子、着替え、長靴
県水質保全課☎043－223－3821

NPO・市民活動よろず相談室「パッと目
を引くチラシの作り方～入門編～」
7/25㈬10時～12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 市民活動やNPO活動をし
ている人 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

市民活動トークライブシリーズ「もうっ、
なんでわかってくれないの？…にさよな
らしよう！地域活動に取り組むあなたの
ためのパートナー（家族・友人等）とのコ
ミュニケーション講座」
7/28㈯10時～12時 まつど市民活

動サポートセンター 親
おや

業
ぎょう

訓練インストラ
クター・駒崎晴世氏 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

犬・猫ふれあい体験
7/28㈯、12/1㈯各10時～12時 千

葉県動物愛護センター東葛飾支所（柏市）
小学生以下（保護者同伴） 各先着15

組 飲み物、着替え 電話で同支所☎
04－7191－0050へ

総合医療センター附属看護専門学校オー
プンキャンパス
7/28㈯12時～15時 進路相談、看

護体験、シミュレーターコーナー他 同
校☎367－4444

松戸市高齢者虐待防止ネットワーク市民
向け講演会「頑張らない介護～わざ先生
にアドバイスをもらおう～」
8/8㈬14時～15時30分 馬橋市民セ

ンター わざクリニック院長・和
わ

座
ざ

一弘
氏 市内在住・在勤 先着80人 7/31
㈫までに、電話で馬橋西高齢者いきいき
安心センター☎711－9430へ

会 議

公民館運営審議会
7/9㈪18時から 京葉ガスF松戸ビル

5階会議室（傍聴は17時50分まで受け付
け） 生涯学習推進課☎367－7810

公共施設再編整備推進審議会
7/10㈫9時から 市役所新館5階市

民サロン傍聴定員先着10人（8時50分ま
で受け付け） 公共施設再編課☎701－
5217

教育委員会会議
7/12㈭10時から 京葉ガスF松戸ビ

ル5階会議室（傍聴は9時30分から受け付
け） 教育企画課☎366－7455

総合教育会議
7/12㈭13時30分から 京葉ガスF松

戸ビル5階会議室（傍聴は13時20分まで
受け付け） 政策推進課☎366－7072
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松戸市制施行75周年記念

「いつもなにか素
す

敵
て き

なことがあるまつど」に
　市では、松戸駅周辺の中心市街地にさらなる賑

に ぎ

わいが生まれるように、観
み

て楽しい・参加して楽しい・
印象に残るさまざまなイベントを開催します。松戸駅周辺の公共施設・公園・広場などを活用し、市民
はもちろん、松戸に来たことがない人も来たくなるような仕掛けづくりを進めていきます。
　今後もイベントの開催が決まり次第、広報まつどや市ホームページ等でお知らせします。

要申込

収穫時期10月初旬（天候等によって
変わる場合があります）　地区旭町
（高橋農園）　定員先着50人　※1人1
区画（約12ｍ）のみ。　※今年から1区
画は15mから12mに変わりました。
費用3,000円
7月13日㈮〔必着〕までに、はがき

に地区名・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号を記入して、〒271－8588
松戸市役所　松戸市都市農業振興協
議会えだまめ係（農政課
内☎366－7328）へ　
※8月上旬までに案内
書を送付します。

　子どもに「たなばたぬりえ」をプレゼントします。
投影日7月7日㈯・8日㈰　開始時刻10時30分、13時30分、14時30分、15時30分（各
回20分）　内容星空紹介と七夕にまつわる物語

投影日7月14日㈯以降の土・日曜、祝日と夏休み期間中の水・木曜
キッズ＆ジュニアアワー「さそり座のおは
なし～マウイのつりばり～」
開始時刻13時30分、14時30分（各回
20分）　内容星と星座にまつわる子ど
も向けのやさしいお話

一般投影「火星大接近！」
開始時刻10時30分（文字解説付き）、15
時30分（各回40分）　※夏休み期間中の
水・木曜は15時30分のみ。　内容この夏
15年ぶりに地球に接近する火星を大特集

			 共通 定員各回先着80人　費用50円（中学生以下無料）			
			 投影開始30分前から2階（☎368－1237）で受け付け

市民会館プラネタリウム室

夏休みのお出掛けは、環境とお財布に
やさしいエコドライブで
問環境政策課☎366－7089

       　  大人も子どもも七夕は松戸駅前へ

世界の文化と生活を体験
～M

み ぃ あ

IEA世界めぐり～ 要申込
NAOKO SPACE 
PLANETARIUM

停止待ち合わせや荷物の積みおろし等の不必要なアイドリングをやめましょう
発進最初の5秒で時速20㎞に達する、ふんわりアクセルにしましょう
走行アクセルの踏み込みを一定にして、加速・減速の少ない運転にしましょう
減速早めにアクセルを離しましょう

エコドライブ
のポイント

秋採りえだまめ
オーナー募集 要申込

問商工振興課☎711－6377

角圭司氏宮越悠佳氏

クリーンエネルギー自動車導入補助金
　走行時に大気汚染物質を排出しない、環境に優しいクリーンエネルギー自動車普及促進のための補
助金制度があります。　補助金額◦電気自動車上限30,000円（ハイブリッド車とプラグインハイブ
リッド車は補助対象外）◦燃料電池自動車上限50,000円
市の公用車（電気自動車）の車体広告募集
　市では、クリーンエネルギー自動車の普及促進のため、
一部の公用車に電気自動車を採用しています。同車への車
体広告掲載を希望する事業者は、環境政策課☎366－7089にお問い合わせください。　募集枠4枠
（平成30年6月22日時点）　寸法1枠につき縦16cm×横65cm　掲載料1枠50,000円（年額）

クリーンエネルギー自動車を推進しています

特別投影「キッズ・デー☆たなばた」

プラネタリウム7月の番組

東松戸ゆいの花公園

マグノリア・コンサート

　壊れてしまった大切なおもちゃを、
おもちゃのドクターが治します。
日時7月24日㈫10時30分～13時
会場小金市民センター
定員先着20人
費用無料（電池等の材料費
がかかる場合があります）
電話で小金市民センター

☎343－8641へ

	　約2,000匹のホタル観賞に加えて、地元飲食店の屋台
も出店！松戸神社神

か ぐ ら

楽殿ではコンサートを開催します！
会場春雨橋親水広場、同神社境内
問（一社）松戸市観光協会☎703－1100

七夕とホタル観賞の夕
ゆう

べ　15時～20時30分
　金魚すくい、ステージイベント、キッチン
カー（生ビール等）他、楽しいイベント盛り
だくさん！ぜひ、浴衣でお越しください。
会場旧伊勢丹松戸店前プラザ広場
問松戸商工会議所☎364－3111

七夕ナイトバザール　17時～20時

7月8日㈰14時から（13時30分開場）
会場同公園マグノリアハウス　曲目海の見える
街、君をのせて、マジック・サークル他　
演奏者宮越悠

ゆ

佳
か

氏（フルート）、角
す み

圭
け い

司
し

氏（ギター）
定員先着70人　
費用無料
問同公園管理センター
　☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

7月7日㈯
開催！

夏休み親子教室 要申込

8月4日㈯10時～12時30分　会場市民会館　講師日本紙飛行機協会・荒木敏彦氏　対象小学生
と保護者　定員15組（抽選）　費用1人250円
	 7月9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　※定員に満たない場合は、7月10日㈫
から電話で受け付け。

申し込みフォーム

市民自主企画講座 	21宙
そ ら

の会・宇宙をもっと知ろう
初歩の航空学とスチレングライダー（紙飛行機）を作る

共通 電話で（公財）松戸市国際交流協会☎366－7310へ

J
ジ ャ イ カ

ICA地球ひろば見学
～“地球案内人”のお話と食文化体験～
7月25日㈬9時JR松戸駅切符売り場前集合、13時現地解散　
内容JICA地球ひろば（JR市ケ谷駅下車）の世界の体験ゾーン
見学、地球案内人（国際協力活動経験者）の体験談、食のゾー
ンで昼食（開発途上国のメニューやエスニック料理など）　
対象小学3年生以上（小学生は保護者同伴）　定員先着12人（会
員優先）　費用交通費・昼食代実費

“A
ア

	L
ル ッ ク

ook	I
イ ン ト ゥ ー

nto	T
ザ

he	D
デ イ リ ー

aily	L
ラ イ ブ ズ

ives	o
オ ブ

f	F
フ ィ リ ピ ノ ズ

ilipinos”
～フィリピンの日常の生活を英語を通して“見て”
“聴いて”みませんか～
8月7日㈫14時～15時30分　会場ゆうまつど　講師フィリピ
ン出身の会員・J

ジ ョ シ ュ ア

oshua	P
フ ィ リ ッ プ

hilip	R
ロ メ ロ

omero氏　定員先着35人（会
員優先）　費用500円（会員300円）
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問松戸競輪場
　☎362－2181

　注目されているeイースポーツ大会を開催！コンピューターゲーム「U
ア ル テ ィ メ ッ ト

ltimate	
C
チ キ ン

hicken	H
ホ ー ス

orse（PC版+PS4コントローラ）」を使って対戦、ゲーム実況も
行います。

7月28日㈯13時～17時　
会場DHムービー（小根本45の12ありがとう早稲田
ビル5階）		対象12歳以上　定員先着30人
費用500円（1ドリンク付き）
申し込みフォームで　
問文化観光国際課☎366－7327

7月14日㈯～16日㈷
10時開門（本場レースは15時ごろから）
入場料無料（特別観覧席は1人1,000円）

4年ぶりに開催！

7月の松戸競輪開催日程
◦1日㈰＝宇都宮記念（GⅢ）◦2日㈪～4日㈬＝奈良（FⅠ）◦3日㈫～5日㈭
＝小倉（FⅠナイター）◦5日㈭～8日㈰＝小松島記念（GⅢ）◦14日㈯～16日㈷
＝青森（FⅠ）◦21日㈯～24日㈫＝福井記念（GⅢ）◦25日㈬～27日㈮＝防府
（FⅠ）◦26日㈭～28日㈯＝いわき平（FⅠナイター）◦28日㈯～31日㈫＝弥
彦記念（GⅢ）

申し込みフォーム

11月18日㈰14時開演
会場森のホール21小ホール
演目『佐

さ

渡
ど

狐
ぎつね

』『奈
な

須
す の

与
よ

市
いちの

語
かたり

』『蝸
か

牛
ぎゅう

』　※出演者
による解説付き。　
出演者野村萬斎、石田幸雄、野村裕基他　
費用全席指定席5,500円　※未就学児入場不可。
問森のホール21チケットセンター
　☎384－3331（月曜を除く10時～19時）

7月21日㈯13時～16時30分　会場市民会館　講師聖徳大学名誉教
授・末永清氏　内容突然事件を起こす心理
状態について解き明かす　定員先着1,200
人　費用無料　※一時保育あり（1歳～小学
2年生、7月2日㈪～12日㈭に要申込）。
問同運動松戸地区推進委員会事務局
　（地域福祉課内）☎366－3019

　松戸競輪場で、数少ないナイターでのビッグ
レース「サマーナイトフェスティバル」が開催さ
れます。トップレーサーや有力選手が集う他、
同時開催の「ガールズケイリンフェスティバル
2018」では女性トップ選手の熱戦も！
　熱いレースに加え、出店やイベントで盛り上が
る3日間。ぜひご来場ください。

　平成31年1月14日㈷に森のホール21で開催する成人式の式典で行う、
「新成人の主張」の出演者を募集します。
◦スピーチ部門＝友人や恩師に向けた言葉や将来に
向けた決意などの主張内容を考え、自身の言葉でス
ピーチを披露　対象平成31年新成人
◦パフォーマンス部門＝歌や踊り、演奏など自分が新
成人として主張したいことを披露　対象平成31年新
成人が含まれるグループ（2人以上）
7月20日㈮までに、電話またはEメールに件名「新成人の主張出演希望」、

本文に部門名・氏名・披露したい内容・希望がある場合は時間（午前ま
たは午後）を記入して、社会教育課☎366－7462、 mcseijinsiki@
city.matsudo.chiba.jpへ　※詳細は市ホームページをご覧ください。
応募多数の場合は、選考となる場合があります。

7月19日㈭10時30分旧齋藤邸集合、15時解散　講師
日本画家・泉晴

せ い

行
こ う

氏　定員先着15人　持ち物昼食、飲
み物、虫よけスプレー　費用無料
7月12日㈭までに、電話で社会教育課☎366－

7462へ

共通費用無料
7月20日㈮〔必着〕までに、往復はがきに講座名・郵便番号・住所・氏

名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・返信用宛名を記入して、〒271－
8588松戸市教育委員会　社会教育課美術館準備室（☎366－7463）へ　
※往復はがき1枚につき1イベント（本人のみ）の申し込み。定員に満たな
い場合は7月23日㈪から電話で受け付け。

「私にも撮れるんだ」写真講座
　カメラの基本、効果的な写真の撮り方
を学び、21世紀の森と広場で実際に写
真を撮ってみませんか。
日時8月5日㈰10時～15時　会場博物
館実習室、21世紀の森と広場　講師写
団富士愛好会副会長・稲

い な

積
づ み

修
おさむ

氏　対象
市内在住・在勤　定員20人（抽選）　持
ち物デジタルカメラ、昼食、飲み物

「新鮮で美しいポスター
をつくろう！」親子講座
日時8月11日㈷10時～15時
会場博物館実習室　講師学習
支援専門員　対象市内在住の
小学4年～6年生と保護者　
定員10組（抽選）　持ち物絵
の具セット、昼食、飲み物

講演会「規則を守る人、守らない人、そし
て、ちょっと悪い人」＆
河原塚中学校吹奏楽部コンサート
7月は「社会を明るくする運動」強調月間
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

成人式の舞台で、あなたの想いを披露しませんか

野村萬斎 狂言公演

「松戸ゆかりの美術展－その潜在力－」
関連イベント参加者募集

新成人の主張

要申込

古民家「旧齋藤邸」造形講座
鳥獣戯画の模写に挑戦しよう！

森のホール21開館25周年記念事業

要申込

要申込

開催イベント
◦競輪選手を身近に感じられるウイニングラン、地元選手会ブース
◦夏祭り気分を盛り上げる出店
◦親子で遊べる縁日コーナー
◦マーチングバンドや大道芸人のパフォーマンス
◦マジックショーやものまねショー
◦松戸けいりん応援大使「P

パ ル フ ェ

arfait」を含む、　競輪場アイドルユニット大集合

入場
無料 サマーナイト
フェスティバル（GⅡ）
サマーナイト

フェスティバル（GⅡ）

出演者募集

Ultimate
Chicken Horse大会

みんなで対戦！
eスポーツに挑戦しよう

平成31年松戸市成人式は、住所地の中学校区別に午前・午後の二部制
に変わります。詳細は市ホームページをご覧ください。

　
　
eスポーツ
って？

エレクトロニック・スポーツの略で、ゲームを使って
複数のプレーヤーが競い合う競技です。プロゲーマー
がスポーツ選手とされている国もあり、市場規模が拡
大しています。

大会
参加者
募集中！！

対戦方法	 	1プレイ4人のトーナメント方式で優勝者を決定
ゲーム実況 	ゲーム対戦の様子をインターネットで生中継！

要申込

詳細はホーム
ページをご覧
ください

ゆいの花コンサートで演奏する同校同部
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環境について学ぼう！考えよう！

    遊んで・学んで・楽しんで　子育て 
要申込 問青少年会館☎344－8556

夏の青少年教室夏の青少年教室

　気象予報士の依
よ

田
だ

司
つかさ

さんと熱中症対策などについて楽しく
学びませんか。 日時7月26日㈭14時30分～16時　会場森のホール21小
ホール　対象小学3年～6年生と保護者　定員300人（抽選）　費用無料
7月17日㈫までに、FAXまたはEメールで千葉県環境政策課 043－222

－8044、 e-seisaku2@mz.pref.chiba.lg.jp（☎043－223－4649）へ

8月①1日㈬②22日㈬各9時市役所地下玄関集合、12時15分解散　コー
ス日暮クリーンセンター～民間資源化施設～和名ケ谷クリーンセン
ター～市役所　対象市内在住の小学3年生以上と保護者（未就学児の同
伴は不可）　定員各先着20人　※参加者が各10人未満の場合は中止。　
費用無料
①7月13日㈮②8月3日㈮までに、電話で廃棄物対策課☎704－2010へ

8月26日㈰7時30分南流山駅出発、18時30分解散　内容南
な ん

摩
ま

ダム
建設予定地見学（栃木県鹿沼市）、そば打ち体験　※バス移動。
対象小学4年～6年生と保護者　定員30人（抽選）　費用無料
 7月18日㈬までに、北千葉広域水道企業団ホームページでダウン
ロードできる申し込み用紙に必要事項を記入して、郵送またはFAX
で〒270－0172流山市桐ケ谷130　北千葉広域水道企業団 04－
7159－3678（☎04－7159－4231）へ

7月21日㈯9時六実市民センター集合、17時解散〔荒天中止〕　対象
小学生以上（小学生は保護者同伴）　定員先着20人　持ち物昼食、
飲み物、敷き物、着替え等　費用無料
電話で環境保全課☎366－7337へ

手賀沼流域の水調べ・手賀沼船上学習会・生きもの調査

要申込夏休み親子ごみツアー（施設見学）要申込

教室名 日時 会場 対象（市内在住・在学） 定員（抽選）

① 宇宙に向けてモデルロケットを打ち上げよう！ 7/24㈫13:00～17:00 青少年会館他 小・中学生　※小学3年以下
は保護者同伴。 20人

② 誰でもたのしく芸術家♪お絵かき遊びでオリジナル小物入れを作ろう☆
7/24㈫A9:30～11:30B13:30
～15:30C8/9㈭13:30～15:30

A根木内B野菊野各こど
も館C常盤平児童福祉館 小・中学生 AB20人

C15人

③ 行って学ぼう松戸の歴史！～松戸のお宝「文化財」めぐりとかやぶき古民家で竹紙作り体験～ 7/25㈬9:00～16:00 松戸市役所集合、解散 小学3年～中学生と保護者 8組

④ 地球案内人によるJ
ジ ャ イ カ

ICA地球ひろば（市ケ谷）見学＆世界の
ランチ～国際交流事業～ 7/25㈬9:00～14:00 松戸駅集合、現地解散 小学3年～中学生と保護者

（中学生は1人での参加も可） 6組

⑤ 沖縄三
さ ん

線
し ん

を奏でよう☆〔全6回〕　※8/3㈮に青少年会館
ロビーで発表。

7/25㈬・26㈭・30㈪・31㈫、8/2
㈭・3㈮各10:00～11:30 青少年会館 小学4年～中学生 10人

⑥ 電子工作にチャレンジ～お宝金属探知機を作ろう～ 7/30㈪9:30～12:30 青少年会館 小学3年～中学生 20人

⑦ カヌーに乗って江戸川探検　※保護者の送迎必要。保護者同伴も可（応募の際に氏名・性別を記入）。
8/4㈯9:30～14:40
〔荒天の場合は8/5㈰〕 江戸川・古ケ崎浄化施設 小学3年～中学生 40人

⑧ 徳川アイスを作ろう！ 8/5㈰・9㈭各9:45～12:15 戸定歴史館他 小・中学生と保護者 各20組

⑨ インラインスケート（スピードスケート）を体験しよう！ 8/6㈪A10:00～12:00
B13:30～15:30 青少年会館 A小学3年～6年生

B中学・高校生 各10人

⑩「宝島」の音楽でトンダリハネタリ! ! 体をつかって楽しくあそぼう☆
8/7㈫ A 9:30～11:30B 13:30
～15:30

A根木内B野菊野各こど
も館 小学生 各20人

⑪ セミの羽化を観察しよう 8/7㈫18:30～20:00
〔雨天の場合は8/8㈬〕 新松戸市民センター他 小学生と保護者 20組

⑫ 日本最初のマンガ☆ちょうじゅうぎがを描いてみよう 8/8㈬14:00～16:00 青少年会館 小学生 20人

⑬ あれあれ？不思議☆誰でも楽しいマジックをやってみよう♪ 8/10㈮13:30～15:30 常盤平児童福祉館 小学生 15人

⑭ チョークアート体験 8/19㈰A10:30～12:15B13:45
～15:30 矢切公民館他 小学生 各30人

⑮レザークラフトに挑戦しよう！ 8/19㈰A10:30～12:15B13:45
～15:30 矢切公民館他 小学生 各20人

⑯ 葉っぱには骨がある？スケルトンリーフでしおりを作ろう！ 8/21㈫10:00～12:00 青少年会館他 小学3年～中学生 20人

⑰「雨の見はり番ー急な雨から洗濯物を守ります！ー」～楽しい電気工作教室～
8/23㈭A10:00～12:00B13:00
～15:00 文化ホール 小学3年・4年生 各15人

⑱「音で光る神秘のUFOー暗やみから光をおとどけ！ー」～楽しい電気工作教室～
8/24㈮A10:00～12:00B13:00
～15:00 文化ホール 小学5年・6年生 各15人

⑲ 挑戦！ボルダリング体験 8/28㈫10:00～12:00 カルチェロッシュ（二ツ木）小学3年～中学生 25人

⑳ キッズ☆ヒップホップダンス〔全11回〕　※保護者の送迎必要。
8/31～11/2の 金 曜 18:15～
19:15、11/3㈷に発表会 青少年会館 小・中学生　 30人

持ち物③⑦昼食　費用①～③⑤⑨～⑬⑯⑳無料④交通費・昼食代実費⑥⑭⑮各1,000円⑦1人
2,000円⑧1組300円⑰⑱各500円⑲300円　※⑭⑮は「なつやすみアートひろば」同時開催。

7月①②AB9日㈪②C17日㈫③～⑤10日㈫⑥～⑧17日㈫⑨⑩19日
㈭⑪～⑬24日㈫⑭⑮26日㈭、8月⑯2日㈭⑰⑱6日㈪⑲⑳7日㈫〔必着〕ま
でに、電子申請サービスか、直接窓口（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。

夏休み子ども映画上映会
①シンデレラ（74分）＝7月27日㈮②ピノキオ（88分）＝8月8日㈬③バン
ビ（70分）＝8月10日㈮　時間14時～15時30分　会場①②青少年会
館③同館樋野口分館　対象小・中学生（保護者同伴の場合は未就学児も
可）　定員各先着50人　費用無料

 当日会場で
問青少年会館☎344－8556

時間10時～13時　内容元気になる食事の話と調理実習　
対象小学3年～6年生と保護者　定員各先着10組　持ち物
筆記用具、エプロン、三角巾、布巾2枚、手拭きタオル、飲み
物　※参加者それぞれ必要。 費用無料
7月2日㈪9時から、電話で各保健福祉センターへ

日時 会場 電話番号
7/30㈪、8/2㈭ 中央保健福祉センター 366－7489
7/31㈫、8/3㈮ 常盤平保健福祉センター 384－1333
8/  1㈬・7㈫ 小金保健福祉センター 346－5601

水のふるさと見学ツアー夏の思い出
を作ろう！ 要申込ヒートアイランドとヒートアイランドと

熱中症対策教室熱中症対策教室 要申込
親子で
学ぶ

依田司氏

要申込

5

5

電子申請
サービス
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松戸市制施行75周年記念

 世帯必見！　夏休みのイベント

日時 会場（駐車場はありません）
7/10㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
7/13㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
7/17㈫11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・システム（野菊野こども園内）
7/20㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
7/25㈬10:30～11:00 E-こどもの森　ほっとるーむ新松戸
7/26㈭10:30～11:00 矢切公民館
7/27㈮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～

7月5日㈭・6日㈮・10日㈫・12日㈭・20日㈮・24日㈫・26日㈭・27日㈮
各10時30分～11時、14時30分～15時　会場子ども読書推進センター
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

7月13日㈮10時30分～11時10分　会場子ども読書
推進センター　対象0歳～3歳くらいの子と保護者

親子絵本講座

時間15時30分～16時　対象幼児～小学生と保護者

日程 会場
7/24㈫ 小金市民センター（分館内）

7/26㈭ 和名ケ谷スポーツセンター
（分館内）

7/27㈮ 新松戸市民センター

日程 会場
7/13㈮ 明市民センター
7/17㈫ 小金原市民センター
7/18㈬ 東部スポーツパーク
7/20㈮ 五香市民センター

市民センターおはなし会

共 通  費用無料　  同センター☎331－0077

共 通  会場子ども読書推進センター　費用無料
7月1日㈰9時30分から、電話で同センター☎331－0077へ

子ども読書推進センターからのお知らせ子ども読書推進センターからのお知らせ

子ども・本まつり 企画展示 ●「こどもは未来」～かこさとしの楽しい世界～　
●見てトクする自由研究　他

7月21日㈯～8月30日㈭
9時30分～17時（月曜、7月31日㈫は除く）

青少年会館「子どもに関わる担い手育成事業」
「青少年会館って夜になると変な声が聞こえるらしいよ」

共通 会場青少年会館　講師C
ち え

HIEの輪代表・阿部剛氏　対象中学生～40歳
（市内在住・在学・在勤の人優先）　費用無料
①7月25日㈬②8月20日㈪〔必着〕までに、電子申請サービ

ス、Eメールまたは往復はがきで 件名●①脱出ゲームのみ●②
あそびづくりのみ●①②共に参加 本文 住所・氏名（ふりがな）・
性別・年齢・電話番号を記入して、〒270－0035松戸市新松戸
南2の2　青少年会館 mckozas@city.matsudo.chiba.jp（☎
344－8556）へ

電子申請
サービス

①脱出ゲーム
7月29日㈰14時～16時30分　
内容館内に張り巡らされた謎を解
け！ 脱出ゲーム体験　定員50人
（抽選）

②あそびづくりの、夏
8月中に打ち合わせ（2回）、8月24日
㈮（前日準備）　内容8月25日㈯に
小学生が参加する脱出ゲームの企
画・運営・トリックの仕掛け作成 会場①②ゆうまつど③④京葉ガス第2ビル1階料理教室　対象小学3年～

6年生と保護者　定員（抽選）①②各15組（1組3人まで）③10組（1組2人
まで）④10組（1組3人まで）　費用①1個800円②無料③1組1,000円④1
組900円　※①②は一時保育あり（6カ月～小学2年生、各先着6人、要電話
申込）。
7月12日㈭〔必着〕までに、往復はがきに希望教室名、住所 、参加者全員

の氏名（ふりがな）、子の学年、電話番号、返信用宛名を記入して、〒271－
8588松戸市役所 消費生活課「夏休み親子消費者教室」係へ　※1枚のはが
きで複数教室可、1組まで。抽選結果は7月13日㈮以降に通知。定員に満た
ない場合は7月17日㈫から電話で受け付け。

教室名 日時 講師 持ち物

①
LEDランプを使ったラ
ンプシェード作り　
（子ども1人につき1個
作成）

7/24㈫
10:00～12:00

消費生活アド
バイザー・
吉村和義氏

筆記用具、お手
拭き

②
冷熱実験・－162℃の
不思議な世界を体験し
てみよう

7/26㈭
10:00～12:00 京葉ガス社員 筆記用具

③ 野菜ジュースで作るパスタとスイーツ
7/27㈮
10:00～13:00 ㈱伊藤園社員 筆記用具、エプロン、三角巾、

布巾2枚④ 天然酵母でパン作り 7/31㈫
10:00～13:00

松戸市消費者
の会会員

夏休み親子消費者教室
受講者募集 問消費生活課

　☎366－7329要申込

①参加者②企画・運営者募集 要申込

キッズけん玉
＆家庭教育Café

～土曜の午後：子どもはけん玉、親は子育てしゃべり場で～

夏休み
親子講座
コラボ
企画

　「子育てについて考えたいけど働いていて時間がない」「子育てについて相談する
人がいない」。そんなお父さんお母さん、子育てについて話しませんか。その間にお
子さんは、頑張れば級位認定書をもらえるけん玉教室で夏休みの思い出を作ります。
日時7月28日㈯13時30分～15時30分　会場文化ホール　
対象小学生と保護者　※子どものみの参加不可。　
定員先着15組　持ち物水筒、汗拭きタオル　費用無料
電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

青少年会館青少年会館
  からの  からの脱出脱出ああ

 る る
わわ
れれた

問子ども読書推進センター☎331－0077

講座  要申込 日時 対象 定員
（先着）

オープニングセレモニー(小学生他による大型絵本等の読み聞かせ)　※申し込み不要。7/21㈯10:00～10:30 幼児以上 ー
本格エコトンボを作って空高くとばそう！ 7/21㈯10:30～12:00 小学生 50人
おはなし音楽会＆ワークショップ（ピアノ演奏に合わせた読み聞かせ、ワークショップ）7/21㈯14:00～15:30 幼児～小学生 40人
紙芝居のはじまりはじまり！　※申し込み不要。 7/25㈬10:00～15:00 幼児以上 ー
目が見えないってどんなこと？（お話を聞こう！ 点字を打ってみよう！） 7/26㈭10:00～11:30 小学生と保護者 30人
落語っておもしろい （柳家千寿氏と子どもたちの落語を聞こう！） 7/27㈮10:30～11:30 幼児以上 80人
図書館探検！百科事典で物知りになろう！ （百科事典の使い方、本の探し方など） 8/  2㈭10:00～11:30、13:30～15:00 小学4年～6年生 各10人
おはなしボランティアによる簡単工作（紙皿ヨーヨー・ステンドグラス風飾り作り） 8/  3㈮10:00～12:00 幼児～小学3年生 30人
平和について考えよう（映画『一つの花』・戦争と平和についてのお話と本の紹介） 8/  4㈯10:00～11:30 小学生と保護者 50人
耳が聞こえないってどんなこと？（お話を聞こう！ 手話を覚えよう！） 8/24㈮10:00～11:30 小学生と保護者 30人

小
幼
幼
小

要申込
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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



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・4金10:00
～15:00☎368－1333

毎週水、
第1・4金

10:00～15:00

社会福祉協議会
（社福）松戸市
社会福祉協議会
☎368－1333

第1火 六実支所

第1木 小金原市民センター

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

毎週火～土 9:30～17:00 常盤平児童福祉館
☎384－7867来所予約制

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1月・木  14:00～20:00
男女共同参画課（相談室直通）

☎363－0505
第2～4月・木 10:00～16:00 

男性対象
（電話相談） 第1・3金 17:30～20:30

まつど女性就労・両立支援
相談（第2木は起業相談も） 第1～4火・木 10:00～15:00 ゆうまつど（2階） 男女共同参画課

☎364－8778

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
市政相談・一般民事相談 平日 8:30～17:00★

市役所本館2階相談
コーナー☎366－1162

※最終受付は、各相談
の終了時間のおおむね
30分前
※法律相談は、裁判中
や調停中の事件は相
談できません

※不動産・登記相談の
予約は、相談日の1カ月
前から前日の17時まで

※税務相談の予約は、
相談日の1カ月前から
前 日々の17時まで

一般民事相談専用
（広報広聴課
広聴担当室）
☎366－7319

※一般民事相談は
金銭・身の上・相続・
離婚・家庭問題等
の簡単な法解釈を
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時から17時）

法律相談
（随時予約）

第1月 9:00～12:00
第2～5月
第1～4火・木 13:00～17:00

交通事故相談 毎週月・火・木 9:00～17:00★

外
国
人
相
談

英語・中国語 第1・3火
9:00～12:00スペイン語 第2火

タガログ語 第2・4火
ベトナム語 第4金 13:00～16:00

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
不動産相談（予約制） 第1～4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

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2月、第3・4木 9:00～12:00 行政経営課相談コーナー

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

第1火

10:00～15:00★

六実支所
第4水 東部支所
第1木 小金原市民センター
第1金 新松戸市民センター
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

◆松戸フラフェスティバル
7/16㈷13:30
松戸フラ協会・戸張☎363－

7078
◆地域づくり研修会
7/20㈮14:00
高齢者支援課☎366－7346

◆社会を明るくする運動「講演会
とコンサート」
7/21㈯13:00
地域福祉課☎366－3019

◆ベンチャーズ ジャパン・ツア
ー2018　★
7/28㈯16:00
Ro-Onチケット☎365－9960

◆ピアノ発表会
7/1㈰12:00
長久保☎346－6681

◆秘蔵っ子カラオケ発表会
7/3㈫10:00
和田☎070－6564－5698

◆コンサートと医療・介護の講演
7/5㈭14:00
大谷☎090－1805－2206

◆まつど地域活躍塾公開講座
7/6㈮14:00
市民自治課☎366－7062

◆百雀会松戸大会
7/7㈯11:00
春
しゅん

謡
よう

☎090－5404－9530
◆歌ひろば発表会
7/15㈰13:00
上田☎090－2253－2429

費用各500円　 同体育館☎
331－1131
◆初めての①パワーヨガ②フラ
7月の①水曜11:00～12:00　
※7/4㈬は子どもの一時預かり
あり②金曜10:00～10:50　会
場小金原体育館　対象18歳以
上　定員各先着30人　費用各
500円　 同体育館☎341－
2242
●インディアカ教室
7/7㈯19:00～21:00　会場大橋
小学校　 佐藤☎080－5084－
7077
●スポレク祭①六実六高台地区
②五香松飛台地区グラウンド・ゴ
ルフ大会
7/8㈰9:00～12:00　会場①六
高台スポーツ広場②松飛台第二
小学校　費用各100円　 ①伊

藤☎090－8027－8076②明
みょう

道
どう

☎090－9835－1187
●カローリング教室
7/8㈰9:00～12:00　会場小金
市民センター　対象小学生以上
定員先着30人　 堀☎344－
1735
●軽スポーツ教室
7/21㈯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、グラウンド・ゴルフ他
髙橋☎363－3064

●初心者グラウンド・ゴルフ教室
7/15㈰9:00～12:00　会場幸
谷小学校　 峯田☎341－2978
●グラウンド・ゴルフ教室
7/22㈰9:00～12:00　会場東
漸寺本堂裏広場（駐車場使用不
可） 定員先着50人　 堀☎
344－1735

◆坂東鈴
すず

冨
とみ

勉強会
7/16㈷13:30
坂東☎090－3807－4094

◆松戸童謡の会 童謡を歌う（月例
会）★
7/18㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆松戸市海の記念日俳句大会
7/19㈭12:30
村田☎090－2548－8412

◆小谷久美子ピアノ音楽教室
2018発表会
7/29㈰13:30
小谷☎705－8112

◆東京大学音楽部管弦楽団　サ
マーコンサート2018千葉公演
7/21㈯14:00
会場大ホール　費用全席自由
1,000円　※未就学児入場不可
（発売中）
◆柳家小三治独演会
8/18㈯13:30
会場市民会館　費用全席指定
3,900円　※未就学児入場不可
（発売中）
◆天童よしみコンサート2018
9/11㈫13:30
会場大ホール　費用全席指定
7,560円　※未就学児入場不可
（発売中）
◆全国労音共同企画　宮沢明子
ピアノリサイタル2018
9/28㈮14:00
会場小ホール　費用全席指定
5,000円　※未就学児入場不可
（発売中）

◆「おかあさんといっしょ」ガラピコ
ぷ～がやってきた！！
9/30㈰13:30、16:00
会場大ホール　費用全席指定
2,500円　※1歳以上有料（1歳未
満で保護者の膝上で鑑賞する場
合は1人まで無料）（発売中）
◆仲

なか

道
みち

郁
いく

代
よ

“ロマンティックなピア
ノ”2018
10/6㈯13:30
会場小ホール　費用全席指定
4,800円　※未就学児入場不可
（7/7発売）
◆川中美幸コンサート2018（特別
ゲスト）北川大介
10/12㈮14:30、18:00
会場大ホール　費用全席指定SS
席6,500円　※未就学児入場不可
（発売中）
◆南こうせつコンサートツアー
2018～おもかげ色の空～
10/13㈯17:00
会場大ホール　費用全席指定
6,500円　※未就学児入場不可
（発売中）
◆森山良子コンサートツアー
2018～2019
10/21㈰16:30
会場大ホール　費用全席指定
6,500円　※未就学児入場不可
（発売中）

◆①ピラティス②初めてのフラ
①7/2㈪・9㈪・30㈪ 各13:30
～14:30② 7月の土曜11:10～
12:00　会場常盤平体育館　対象
18歳以上　定員各先着30人　費
用各500円
同体育館☎386－0111

◆①ズンバ②初めてのフラ
7月の①月曜（7/16・23を除く）
15:10～16:00②火曜 11:10～
12:00　会場柿ノ木台公園体育館
対象18歳以上　定員各先着30人

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。

日程 内容（★は有料） 開演
時間 問い合わせ先

大
ホ
ー
ル

7 土
明治大学マンドリン倶楽部チャ
リティーコンサート〔ゲスト〕由
紀さおり　★

15:00
同大学校友会松戸地域
支部・清水
☎03－3586－8585

8 日 合唱交歓会 11:30 合唱連盟事務局・加藤☎384－6079

10 火 北島兄弟コンサート　北山たけし＆大江裕　★ 18:30
MIN-ONインフォメー
ションセンター
☎03－3226－9999

14 土
福島を忘れない～復興支援チャ
リティ　千住真理子ヴァイオリ
ン・リサイタル〔ゲスト〕千住明　
★

14:00 松戸友の会☎04－7173－7626

16 祝 H
ハ グ

UGっと！プリキュア　ドリー
ムステージ　★

10:30
14:00

同ステージ上演委員会
（劇団飛行船内）
☎044－930－1551

21 土 東京大学音楽部管弦楽団サマーコンサート　★ 14:00 廣田☎090－3574－8123

小
ホ
ー
ル

7 土 みんなの松戸パリ祭　★ 14:00 小杉☎090－4173－5956

27 金 MAMIバレエスタジオ発表会 18:00 瀬下☎080－1247－6811

28 土 PVコンサート 10:00 松戸PV音楽教室☎367－8338

森のホール21　今月の催し物　　 ☎384－5050

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。 

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※申し込みは当日会場で。
●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/

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。
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◆パソコン初心者講習「基本操作と暑中
見舞」
8/31㈮までの希望日10時～12時、

13時～15時、15時～17時、18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 同
NPO・石井☎703－7284へ
●シルバーテニス初心者教室
7月～平成31年3月の㈪8時～9時20

分 IHSMテニスアリーナ（新京成上本郷
駅下車） 先着30人 2カ月6,000円
市内在住の60歳以上 電話でシルバー
テニス連盟・藤井☎366－3600へ
◆健康麻雀
①7/2㈪・16㈷・23㈪②7月の㈭各12

時10分～17時15分 ①松飛台市民セン
ター②もとやま会館（新京成五香駅下車）
1日1,000円 電話でNPOメーク・小

金谷☎090－6187－5060へ
●24式太極拳体験会
①7/2㈪・16㈷・23㈪各14時～16時②

7/4㈬・18㈬・25㈬各13時～15時 ①稔
台②明各市民センター 電話で健身まほ
ろば太極拳・芦沢☎080－2010－1170へ
●報告・説明・説得・忠告の原理と方法を
学ぶ話し方教室〔全7回・途中参加可〕
7月～8月の㈫18時45分～20時45分

（7/17、8/14を除く） 市民劇場 筆記
用具 8,000円 HR松戸話し方研究会・
眞田☎090－7946－1877
●健康体操体験（リズム運動等）
7月の㈬9時30分～11時 常盤平体

育館 60歳以上 各500円 当日会場
で 常盤平トキワクラブ・南沢☎385－
4001（18時以降）
◆男の料理
7/5㈭10時～14時 市民会館 先着

5人 1,000円 電話で料
りょう

親
しん

会
かい

・今野☎
090－5557－7813へ
●だれでもできる！やさしい詩吟教室
7/6㈮10時～12時 明市民センター
筆記用具 電話で松

しょう

鳳
ほう

会
かい

・長谷川☎
090－3046－4991へ
●歌謡体操教室
7/7㈯・28㈯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 各500円 電話で歌謡体操・小関☎
080－5718－2973へ
◆気功・太極拳無料体験会
7/7㈯10時～11時45分 新松戸市民

センター 先着10人 電話で新松戸気
功太極拳サークル・箕

みの

浦
うら

☎090－4362－
5848へ
◆弁護士会・司法書士会・税理士会合同
無料相談会
7/7㈯13時30分～16時30分 弁護

士会松戸支部（松戸駅下車） 先着24人
電話で千葉県税理士会松戸支部☎366

－2174（平日のみ）へ
●合唱交歓会
7/8㈰11時30分～17時30分 森の

ホール21 松戸市合唱連盟・加藤☎384
－6079
◆成田街道を行く「小

こ

菅
すげ

から新
にい

宿
じゅく

」（約6㎞）
7/10㈫9時30分東武線小菅駅集合、

15時京成高砂駅解散 飲み物（昼食は各
自） 500円 電話で地図を片手にぶら
り旅・村上☎080－1152－1427へ
●ストレスのないキッチンを目指そう！
7/12㈭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
●東部健康体操クラブ（リズム体操等）
7/12㈭・19㈭各14時～15時30分 東

部スポーツパーク体育館 各先着10人
各500円 電話で同クラブ・七

しち

田
だ

☎
392－9477へ
◆心臓病の子どもをもつ親の交流会
7/13㈮10時～12時 ふれあい22

心臓病の子をもつ親 先着10人 100
円 電話で心臓病の子どもを守る松戸親
の会・杉木☎080－2236－0980へ
◆年金者まつり2018（文化祭）
7/14㈯12時～16時30分 常盤平市

民センター 先着150人 300円 当日
会場で 全日本年金者組合松戸支部・安
部☎389－6677
◆篠笛・お祭囃

ば や し

子・神
か ぐ ら

楽見学会
①7/14㈯18時～20時②7/5㈭・26㈭

各14時～16時 ①六実市民センター②
六実第二小学校 電話で五香六実お囃子
の会・白石☎387－1522へ
●松戸合唱まちづくり同好会定期演奏会
7/15㈰13時～15時 矢切公民館

混声合唱、キッズダンス、松本やすこ氏独
唱他 同会・鈴木☎090－3332－8094
●松戸まつり参加曲講習会
7/15㈰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

本人に聞く認知症講座「本人が望ん
でいる介護、本人を不安にする言葉」
7/17㈫13時～15時 稔台市民セン

ター 先着20人 500円 電話で介護・
認知症の家族と歩む会・松戸・北川☎090
－5509－5398へ
●あじさいフリーダンスパーティー
7/17㈫13時～16時 新松戸市民セ

ンター 500円 あじさい社交ダンス
サークル・芳澤☎090－5812－0895
◆ともしび読書会
7/19㈭10時～12時 ゆうまつど テ

キスト『雪の鉄樹』（遠田潤子著） 200円
電話で同会・山田☎385－0607へ

◆えがお集まるみんなんち（多世代交流
イベント）
7/21㈯11時～14時 ふれあいの居場

所みんなんち（金ケ作99の7） 先着70人
300円 認定NPOたすけあいの会ふ

れあいネットまつど・松下☎710－7450
◆小金あそびば科学実験「色変わりマ
ジック＆水中エレベーターを作ろう」
7/21㈯13時～15時30分 小金小学

校旧幼稚園舎 先着25人 400円 小
金あそびばの会ホームページで 同会・
火
ひ

ノ
の

見
み

☎090－5813－9327
◆落語会（春風亭昇也・神田鯉

り

栄
えい

）
7/21㈯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
●囲碁大会（棋力別・変則リーグ戦）
7/22㈰9時～17時 常盤平市民セン

ター 1,500円（高校生以下800円）　※
昼食あり 常盤平囲碁クラブ・清水☎386
－1988（昼間のみ）
◆反核平和の火リレー（矢切駅～市役所
～南流山）
7/24㈫8時35分北総線矢切駅集合、

12時30分現地解散 電話で同リレー松
戸地区実行委員会・飯沼☎365－0077へ
◆障害年金無料個別相談会
第4㈫13時30分～16時30分 松戸

商工会議所 NPOみんなでサポートちば
☎070－1541－7661
◆夏休み中学生・高校生模擬裁判
7/26㈭9時30分～16時 千葉地方裁

判所松戸支部 刑事裁判の説明、模擬裁
判と講評 先着20人 7/12㈭9時から
電話で同支部☎366－1211へ
●松戸市パークゴルフ大会
7/28㈯8時～12時30分 オスカー船

橋パークゴルフ場（船橋市） 36ホールス
トロークプレー 10歳以上 1,700円他
電話で松戸市パークゴルフ協会・川田

☎090－2148－0017へ
◆けん玉教室（指導と段・級認定）
7/28㈯14時～16時 六実市民セン

ター 電話で昔のあそびと遊ぼう会・白
石☎387－1522へ

●市民ハゼ釣り大会〔全2回〕
7/28㈯ 13時 30分～14時 30分、

7/29㈰9時～15時 市民会館他 先着
20人 600円（小学生以下400円）　※
道具貸し出しあり 7/1㈰10時から電話
で松戸釣りクラブ・青山☎080－3388－
4590へ
◆小金わかば苑納涼祭〔雨天決行〕
7/28㈯16時30分～20時 同苑（東

平賀655の2） 同苑・ 熊
くま

谷
がや

☎330－
5511、 347－0030
◆創立25周年記念 音楽フェスタ
7/29㈰13時30分～16時 アミュゼ柏

（柏駅下車） 980円 電話で生涯現役と
きわ会・逸

へん

見
み

☎090－2412－7896へ
●夏快適リフレッシュ体操
①7/30㈪、8/1㈬②8/28㈫・31㈮各9

時～10時30分 ①運動公園体育館②新
松戸市民センター 各先着50人 各
1,000円 当日会場で 松戸市健康体操
連盟指導者協議会・八木☎348－5565
◆高校生に流通経済大学新松戸図書館を
開放（資料貸し出しは不可）
8月の9時～17時（㈯㈰、8/8㈬～15

㈬を除く） 同大学新松戸キャンパス5階
生徒手帳 同大学同図書館☎340－

0244
◆千葉県調理師試験準備講習会
8/29㈬9時～17時 松戸商工会議所
先着60人 35,000円 電話で松戸

調理師会・鈴木☎368－5550へ
◆10/21㈰開催の松飛台まつり①フリー
マーケット②個人店舗　各出店者募集
松飛台産業道路、松飛台工業団地 1

区画①3,000円②5,000円〔計100区画
（抽選）〕 7/20㈮までにFAXで同まつり
実行委員会・宮村 387－3124へ

●硬式テニス教室①④⑤ジュニア②③初
心者⑥親子
①8月～11月の㈪㈮㈯のいずれか17

時～18時30分、8月～10月の②㈫9時～
10時30分、10時30分～12時③㈮14時
～15時30分、15時30分～17時④㈬16
時～17時30分⑤⑥㈭16時～17時30分
①金ケ作②③⑤⑥栗ケ沢④中央各公園

庭球場 ①④⑤5歳～小学生（①は㈯の
み中学生可）②③中学生以上⑥4歳・5歳
の子と保護者 先着①60人②③各30人
④ 40人 ⑤ 10人 ⑥ 6組 ①～③ 各
10,000円④⑤各7,500円⑥1回700円
7/15㈰までに松戸市テニス協会ホーム

ページで 同協会☎341－1133（㈫㈭
㈯12時30分～16時30分）
●フレッシュ大会　フリースロー大会
8/4㈯11時30分～12時30分 運動

公園体育館 小学4年生以下 当日会場
で MBC松戸ベアーズ・山本☎361－
4110
◆モーター工作教室「簡単発電！ゾート
ロープと紙とんぼをまわそう！」
①8/9㈭②8/21㈫③8/29㈬各13時

30分～16時30分 ①新松戸未来館②
③マブチモーター本社 各24人（抽選）
同社ホームページで 同社広報IR室☎

710－1211
●松戸市ソフトテニス連盟の催し①夏季
大会②小学生ソフトテニス大会
8/26㈰8時10分から 栗ケ沢公園庭

球場 男女①クラス別の部、中学生の部、
ミックス年齢別の部②クラス別 市内在
住他 1チーム①3,000円（中学生2,000
円）②1,500円 8/8㈬までに所定の振
込用紙で 同連盟・藤井☎090－4014－
9753

●史
ふみ

の会（自作文芸作品の合評）
第4㈬10時～13時 稔台市民セン

ター 月500円 福田☎367－3208
●レタス会（男性の料理研修）
月1回10時～14時 市民会館 年

8,000円および月1,000円 1,000円
服部☎349－3138

●おはなしおもちゃばこ
第1㈫10時～12時 子ども読書推

進センター 保育所等で絵本等の読
み語り 年1,000円 大塚☎090－
7272－9037（昼間のみ）
●馬橋東ペン習字サークル会
第2・4㈪9時～11時 馬橋東市民

センター 月2,100円 1,000円
賀
か

澤
ざわ

☎365－8048
●常盤平社交ダンスサークル
㈪（第1を除く）14時～16時 常盤

平市民センター 初心者 月2,000
円 1,000円 田中☎090－7906－
9002
●つまみ画サークル
第2・4㈫9時～12時 矢切公民館
月3,000円 福島☎090－7253－

1384
●常盤平グリーンクラブ（ソフトテニス）
㈬9時～13時、㈮9時～11時 金

ケ作公園庭球場 30歳～79歳の女
性 月2,000円 小

お

椋
ぐら

☎384－2344
●ヨガ忘れな草の会
㈪10時～12時 明市民センター

他 月3,500円 1,000円 川辺☎
362－0372
●ベアーズクラブ（バドミントン）
㈬9時～11時 運動公園体育館

月1,500円 重富☎364－4513
●JHD卓球クラブ
㈪㈬11時～13時 小金原体育館
50歳～70歳 月750円 1,000円
田中☎343－8638

●松戸ミニバスケットボールスポーツ
少年団
㈯㈰㈷9時～11時 常盤平第一小

学校他 小学生の男子 月1,000円
佐藤☎080－3459－3971

●松戸太極拳倶
く

楽
ら

部
ぶ

㈯14時～16時他 勤労会館 先
着3人 月3,500円 3,000円 菊
岡☎342－3491
●健康体操さざんか（リズム体操他）
㈬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 田中☎341－9711
●松戸一輪車クラブMIC
㈪㈬㈮19時～21時他 運動公園

他 小学生 月2,000円 3,000円
同クラブ mic-unicycle@grupo.

jp
●健康体操もくれん（有酸素運動他）
㈭10時～12時 勤労会館 70歳

以下の女性 先着5人 月2,000円
1,000円 豊川☎369－0577

●青空クラブ（ソフトテニス）
㈪9時～11時 金ケ作公園庭球場
月1,500円 1,000円 増田☎361

－2079
●生涯大学よさこい元気会
㈭11時～13時、15時～18時 矢切

公民館他 50歳以上 月1,500円
山野辺☎388－5481
●稔台剣道スポーツ少年団
㈪18時30分～20時、㈯17時～19

時 稔台小学校 小学生 月1,500
円 1,000円 山

やま

二
に

☎090－9973－
2715
●健康体操コスモス（ストレッチ他）
㈫9時20分～10時50分 和名ケ

谷スポーツセンター 60歳以上の女
性 月2,500円 1,000円 樋口☎
363－4847

※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。

11

●広報まつど　2018年（平成 30年）7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　 …申し込み先　 …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



問交通政策課☎704－3996
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　街を守る市消防団の各分団が、ポンプ車および小型ポンプの
迅速な操作技術を披露します。
日時7月14日㈯8時～12時35分　会場八ケ崎消防訓練センター

松戸市コミュニティバスの愛称が

『ゆめいろバス』に決まりました
　224人の投票により愛称が決定しました。たくさんの投
票をありがとうございました。

ゆめいろバス	 87票
にじまる	 76票
やさシティバス	 28票
ぐるんパ	 22票
にじのこバス	 11票

　緑のネットワーク・まつどは、緑の保全・保護を願
う人たちと連携し、身近な緑を未来に引き継ぐため
のネットワークづくりに貢献してきたことが認めら
れ、国土交通大臣表彰を受賞しました。
　「発足して、まもなく20年目を迎えます。みどり
の大切さを伝える活動をこれからも続けていきたい

です」と代表の藤田隆
さん。 同団体が主催
する「松戸のみどり再
発見ツアー」には、延べ
2,000人以上が参加し
ています。

問同まつり実行委員会広報部☎090－3205－7983
7月14日㈯・15日㈰各10時～21時（店舗は20時まで）
　地域の和でつくり上げてきた手づくりのおまつりです。新
松戸のキャラクター「ハッピー君」と「ラッキーちゃん」を先頭
に数多くのプログラムを用意しています。
会場けやき通り（交通規制あり）、新松戸市民センター、新松
戸中央公園、支所前通り　内容鳴子おどり、花笠おどり、サンバパレード、助六流太鼓、子ど
もみこし、フラメンコ、ジャズダンス、ミニSL他

消防団夏季特別訓練大会

緑のネットワーク・まつどが「みどりの愛護」
功労者国土交通大臣表彰を受賞しました

松戸市PR冊子「まつど3つのNo.1」を発行しました7月中旬までに
全戸配布

問消防総務課☎363－1116

～笑顔でつなぐ 新松戸～新松 戸まつり

　「共働き子育てしやすい街ランキング2017（日経D
デ ュ ア ル

UAL調査）」全国
編1位受賞をはじめ、市立中学校吹奏楽部等の子どもたちの全国的
な活躍、その他松戸市が全国に誇るたくさんの魅力をまとめたPR冊子
（AB判）を発行しました。7月中旬までに、市内全ての世
帯に順次配布します。
　また、7月17日㈫から、各支所の窓口等で配布する他、
市ホームページでダウンロードできます。
問広報広聴課シティプロモーション担当室☎366－7320

自分たちの街は自分たちで守る～消防団員募集～
災害から、自分たちの住む地域の安全・安心を守るため、消防団活動に参加してみませんか。

松戸のみどり再発見ツアー「上本
郷～北松戸に残る斜面林や湧水を
めぐる」参加者募集

7月8日㈰9時30分新京成上本郷
駅改札前集合、14時現地解散〔小
雨実施〕　持ち物飲み物、弁当、帽
子、雨具、歩きやすい服装　費用
300円（小学生以下無料）
当日集合場所で

問緑のネットワーク・まつど・高橋
　☎090－2935－9444

市ホームページ

問みどりと花の課☎366－7378

得票数

市民の夢を集めたような
カラフルなバスです。
（命名者・朝

あ さ

倉
く ら

修
おさむ

さん）

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（本人のみ）、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29年3月生
1歳の誕生日を迎えました。みんなに
祝福してもらって良

よ

かったね。これか
らも家族みんな笑顔でいようね！

平成30年3月生
日中国際結婚夫婦のベイビー。
日本と中国の懸け橋になってく
れたら感謝感謝。

平成29年1月生
ご飯が大好きな彰ちゃん。
いつも彰ちゃんの笑顔に癒

い や

されます。ありがとう♪
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　このたびの市長選挙の結果、引き続き市政を担わせ
ていただくことになりました。皆さんとともに松戸をより
よい街にしていくため、全力で頑張っていきたいと思い
ます。今後ともよろしくお願いいたします。
　さて、松戸市の常住人口は、年間2,000人以上の増
加が堅調に続き、今年の5月には49万人を超えました。
これは大変うれしいことです。全国的にも人口が増加し
ている自治体は限られてきています。少子高齢化が進
み、人口減少社会となった今日において、松戸市は恵ま
れた街の一つだと思っています。
　市民の皆さんが心配している松戸駅周辺の賑

に ぎ

わいにつ
いてですが、旧伊勢丹松戸店のあった建物は、新たな商
業施設として来年春の開業に向けて現在準備が進められ
ています。それまでの間、街の賑わいを創出するために、
「いつもなにか素敵なことがあるまつど」と銘打ち、地域
の魅力を発信するイベントを定期的に行うことを企画し
ています。第1回目は7月7日㈯に、旧伊勢丹松戸店前プ
ラザ広場や松戸神社等で、ホタル鑑賞やコンサートの他、
美味しい食べ物やお酒が楽しめるイベント（詳細は6面）
を開催します。ぜひ、ご来場ください。
　松戸駅周辺のこれからのまちづくりについては、松戸
駅周辺地区を対象とした『まちの活性化・都市デザイン
競技』が行なわれ、都市デザインやアイデアについての
提案を広く一般から募集しました。全国から37作品の
応募があり、松戸駅周辺の地形やこれまで培ってきた歴
史・文化などの特性を生かした新たな街の魅力を引き出
すアイデア・デザインが提案されました。その中で優れ
た提案をしていただいた受賞者と7月21日㈯に、市民
劇場でパネルディスカッション（詳細は3面）を行います。
今後のまちづくりに生かしていくことができればと思っ
ています。
　これからも松戸により多くの人を呼び込み、活気や賑
わいを高める取り組みを地域の皆さんと共に進め、松戸
を魅力的で選ばれる街にしていきたいと思います。

松戸を魅力的で選ばれる街に

人口と世帯（平成30年6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 490,256 人 〔 194 〕 男 243,560 人〔 25〕
世帯 225,455 世帯 〔 273 〕 女 246,696 人〔 169〕

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。

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
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（平成30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）。
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