
9月1日は
防災の日

松戸市安全安心
メールの登録

☎0800－800－9366（無料）

　大地震はいつ発生するか分
かりません。地震災害に対す
る日頃の備えを見直し、身の
回りの危険な箇所・避難場所
や避難経路などを確認して、
地震災害にしっかり備えま
しょう。
問危機管理課☎366－7309

大規模地震
に備えましょう

備え1 大きな地震に遭遇したら
自宅
まずは自分の身を守る（自助）
◦机の下等に避難して落下物などから頭を守る
◦扉を開けて出入り口を確保（歪

ゆ が

んで扉が開かなくなることがあります）
揺れが収まったら家族と自宅を守る（共助）
◦家族を助け出す
◦電気のブレーカーやガスの元栓を切る
◦外出中の家族の安否を確認する
隣近所・地域を守る（共助）
◦自宅周辺の被害状況を確認する
◦近所の人と協力して消火や救護にあたる

外出先
むやみに移動せず、落ち着いて行動する
◦まずは自分の身の安全を確保する
◦職場や集客施設等の安全な場所に留まる
◦災害用伝言サービス（詳細は右記）で家族の安否や自宅の無事を確かめる
◦交通情報や被害情報などを入手する

備え2 家庭でできる災害対策を確認しよう
□	非常持ち出し品のチェック
□	災害時の連絡方法、避難場所等の確認
□	家具の安全な配置と転倒防止対策
　	※阪神・淡路大震災で亡くなられた人の8割以上が家屋
　	倒壊・家具転倒等による圧死・窒息死です。しっかりと対策しましょう。

備え3 	災害時の情報収集方法を
	 確認しよう
松戸市安全安心メールに登録
　不審者や犯罪などの情報に加え、災害時には避
難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避難指示
（緊急）・避難所開設情報などの緊急情報を配信し
ます。

危険コンクリートブロック塀等の
除却費用の一部を補助します

申請期間12月25日㈫まで　　
申請の主な条件
①対象となる危険コンクリートブロック
塀等
◦市内に設置されている◦道路に面し
ている◦地震で倒壊した場合に、避難の
妨げになると認められたもの◦その他
②対象者
◦市内に危険コンクリートブロック塀等
を所有している◦市税の滞納がない◦そ
の他
※補助金額等の詳細は市ホームペ－ジ
をご覧ください。補助金を申請する場合
は、契約前に建築指導課にお問い合わせ
ください。

災害用伝言サービス
　災害時の安否確認や避難場所等の連絡をスムーズに行う
サービスです。
①災害用伝言ダイヤル（1

い

7
な

1
い

）
伝言の録音
171→1自宅などの電話番号→メッセージを入れる
伝言の再生
171→2自宅などの電話番号→メッセージを確認
②災害用伝言板（安否情報の登録と確認）
　各携帯電話会社のトップページから「災害用伝言板」を選択
して、メッセージを登録・確認してください。

防災行政用無線の内容を無料で確認
　市では災害時の重要な情報を防災行政用無線で発信しま
す。放送がよく聞こえなかったときや、もう一度確認したい
ときは、下記の電話番号にお掛けください。

問建築指導課☎366－7368

　6月に発生した大阪府北部を震源とす
る地震により、ブロック塀の倒壊被害が
ありました。地震発生時の被害軽減のた
め、自宅の塀の安全点検をしましょう。

①塀は高すぎないか
高さが地盤から2.2m以下か
②塀の厚さは十分か
厚さが10cm以上か（塀の高さ
が2m以上2.2m以下の場合は
15cm以上か）
③控え壁はあるか（塀の高さが
1.2m以上の場合）
塀の長さ3.4m以下ごとに、塀
の高さの5分の1以上突出した
控え壁があるか

自宅のブロック塀の安全点検
をしましょう

　外観で下図①～⑤の各項目を点検し、1つでも不適合があ
れば危険なので改善しましょう。不適合がある場合や分から
ないことがあれば、専門家に相談しましょう。

④コンクリートの基礎があるか
⑤塀に傾きやひび割れはないか
〈専門家に相談しましょう〉
⑥塀に鉄筋は入っているか
◦塀の中に直径9mm以上の鉄
筋が、縦横とも80cm間隔以下
で配筋されているか
◦縦筋は壁頂部および基礎の
横筋に、横筋は縦筋にそれぞれ
かぎ掛けされているか
◦塀の高さが1.2m以上の場合、
基礎の根入れの深さが30cm以
上あるか

ブロック塀の点検チェックポイント

⑤ひび割れ
⑥鉄筋

①高さ

③控え壁

④根入れ

②厚さ

問建築指導課☎366－7368
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●下水道の整備にご協力ください
●10月から胃がん検診に内視鏡検査導入
●まつどD

で

E子育てL
ラ イ ン

INEスタート
●9月9日は救急の日
●ストリートカルチャー体験イベント



教育委員会用封筒に広告を掲載しませんか
寸法縦8cm×横9cm　募集枠数長3封筒=2枠、角2封筒=6枠（各先着順）
広告掲載料長3封筒＝1枠22,000円（22,000枚印刷）、角2封筒＝1枠
17,000円（17,000枚印刷）　※版代および印刷費用は市が負担。
10月31日㈬〔必着〕までに、所定の申込書に原稿案を添付して、直接ま
たは郵送で〒271－8588松戸市教育委員会　教育財務課（☎366－7460）
へ　※申込書、広告掲載基準等は教育財務課で配布する他、市教育委員会
ホームページからダウンロードできます。

市制施行75周年記念

松戸市議会議員
一般選挙

11月18日㈰は

の投票日です
立候補予定者説明会
10月5日㈮14時から
会場市民劇場
※立候補を予定している人また
はその代理人は出席してくださ
い。 ※出席者は立候補予定者
1人につき3人までです。
問市選挙管理委員会事務局
　☎366－7386

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

下水道普及率は85.48%
　平成30年4月30日現在、市内の下水道普及率は85.48%、水洗化率（下水道
が使える区域で実際に接続している人の割合）は95.55%です。

改造資金融資あっせん・利子補給制度
　浄化槽やくみ取り便所を利用している人が下水道への接続工事を行うとき
に、工事資金の融資を金融機関にあっせんします。その際、融資に伴う利子の
一部を市が負担し、実質的に年1.2%の利率で融資を受けることができます。
対象以下の全てに該当する人●自己資金のみでは工事資金を一括で負担す
ることが困難●建築物の所有者または所有者の同意を得た占有者●市税・受
益者負担金・下水道使用料を滞納していない●償還能力がある●あっせん額
が50,000円以上

私道に共同排水設備を敷設する場合の補助制度
　以下の要件を満たして申請すると、工事費用の全額が補助されます。下水道
が使える区域になりましたら、私道ごとに説明会を実施します。詳細は下水道
維持課までお問い合わせください。
交付要件●隣接する既存家屋が2戸以上ある幅員1m以上の私道●敷設工事
完了と同時に2戸以上の既存家屋が下水道への接続工事を行う●受益者負担
金を滞納していない

下水道を適切に利用してください
　市の下水道は、一部の地域を除いて汚水と雨水を分けて処理する分流式で
す。雨水が汚水管に入ると、管からあふれ出したり、下水処理場で処理しきれ
なくなったりします。雨水を汚水管に流さないよう、誤接続や雨天時に下水道
の蓋

ふ た

を開放することはやめましょう。
　また、下水道に食べ残しや油を流すと、下水道管を詰まらせる原因になりま
す。食べ残しは生ごみとして、使い終わった天ぷら油や油汚れは新聞紙等に吸
わせて、燃やせるごみとして処理しましょう。事業所の厨房や食堂等にはグリ
ストラップを必ず設置して、1週間に1回以上点検・清掃してください。

河川をきれいに河川をきれいにするために下水道の整備下水道の整備にご協力を
問下水道整備課☎366－7361（計画・工事）
　下水道経営課☎366－7394（使用料・受益者負担金の賦

ふ

課
か

・支払い）
　下水道維持課☎366－7393（管理・下水道への接続・私道下水道敷設補助金）

9月10日は
下水道の日

平成31年度に使用する下記の封筒の裏面に掲載する広告を募集します。

寸法横約18cm×縦約6cm　色単色刷り　募集枠数上記税目別封筒ごと
に1枠、計3枠　※詳細は市ホームページをご覧ください。
 10月15日㈪〔必着〕までに、所定の申込用紙に原
稿案を添付して、直接または郵送で〒271－8588松
戸市役所　税制課（☎366－7321）へ
※申込用紙、広告掲載審査基準等は税制課で配布す
る他、市ホームページからダウンロードできます。

税目 予定通数 発送月 広告掲載料（消費税を含む）
固定資産税 157,000通 平成31年4月 157,000円以上
市・県民税   90,000通 平成31年6月 90,000円以上
軽自動車税   54,000通 平成31年5月   54,000円以上

納税通知書送付用封筒に広告を掲載しませんか

広告欄

封筒イメージ（裏面）

参加者募集
　個々の体力に応じたスピードで走り、完走の喜びを味わいませんか。
会場運動公園陸上競技場他　内容ファミリー・小学生＝2km、中学生＝3 
km・5km、高校生以上＝5km・10km　費用ファミリー2,500円、中学生以
下800円、高校生1,600円、一般2,800円
市ホームページまたは市内各公共施設で配布するパンフレッ

トをご覧ください　※郵便振替は10月15日㈪、インターネット
等は10月31日㈬締め切り。

出店者募集
出店内容●飲食物（七草粥

が ゆ

）●飲食物（その他一般）●地域の特産品
●スポーツ用品●その他　※その他出店の条件等については市ホーム
ページの募集要領をご覧ください。　募集数13スペース（1スペース3.6m
×2.7m、申し込み多数の場合は、出店内容を調整した上で抽選）　
出店料10,000円（テント・机・椅子の貸し出しは別途5,000円）
10月31日㈬〔必着〕までに、市ホームペー

ジまたはスポーツ課で配布する申込書に必要
事項を記入して、郵送またはFAXで〒271－
8588松戸市教育委員会　松戸市七草マラ
ソン大会実行委員会事務局（スポーツ課内）、
366－7475へ

松戸市七草マラソン大会松戸市七草マラソン大会
に参加しませんかに参加しませんか
問スポーツ課☎703－0601スポーツ課☎703－0601

平成31年
1月13日㈰
開催

要申込

　まだまだ暑い日が続
きます。「ちょっとそこ
まで」の移動も、バスを
使えば涼しく快適です。
地域の便利な足として、
ぜひご利用ください。

をご利用くださいをご利用ください
ゆめいろバスゆめいろバス

運賃（一律料金）
現金 ICカード

大人（中学生以上） 180円 175円
小学生 90円 88円
未就学児　※大人また
は小学生1人につき2
人まで。

無料 無料

障がい者と介護者 90円 88円

問交通政策課☎704－3996

運行ダイヤ・ルート等の
詳細は、市ホームページで

馬橋駅～北松戸駅～総合医療センターを結ぶ
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●広報まつど　2018年（平成 30年）9月1日

平成31年松戸市成人式（平成31年1月14日㈷開催）は、午前・午後の二部制（原則として住所地の中学校区別）になります。　問社会教育課☎366－7462 



時間①～③⑤～⑨各9時～12時④⑩～⑫各
13時～16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⑧⑨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 10/  2㈫
②スマホ入門 10/  9㈫
③スマホ・アプリ 10/23㈫
④タブレット（iPad）入門 10/  2㈫
⑤タブレット（iPad）実用 10/16㈫
⑥Wi-Fiの使い方 10/25㈭
⑦パソコン入門 10/  3㈬
⑧Word基礎〔全2回〕 10/  4㈭・11㈭
⑨Excel基礎〔全2回〕 10/10㈬・17㈬
⑩Windows10の操作 10/  3㈬
⑪デジカメ写真の取込印刷 10/10㈬
⑫個人授業 10/  4㈭

申 9月19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

白井聖地公園行き（往路） 五香駅西口行き（復路）

停留所 五香駅
西口

旧六高台
病院

六実駅
入口 停留所 白井聖地公園

運
賃

現金 620円 540円
490円 運

賃
往路区間と
同額ICカード 618円 536円

時
刻

  8時 00  30 05   35 10  40

時
刻

8時
10時 10時 00  30
11時 10  40 15   45 20  50 11時
13時    13時 10  40
14時 00 05 10 14時
16時 16時 00

バス運行日9月22日㈯・23
日㈷・24日㉁　所要時間片
道約40分　運行区間新京成
五香駅西口～旧六高台病院
～六実駅入口～白井聖地公
園
※子ども運賃は半額。 ※運
賃は前払い。 ※往路は乗車
のみ、復路は降車のみ運行。
問季節運行バスについて
　ちばレインボーバス㈱
　☎0476－46－0022

白井聖地公園行き季節バスを運行します

10月の毎週木曜14時～16時　会場ふれあい22　内容
さまざまな要因による聞こえにくさからコミュニケーショ
ンに不自由を感じている人と筆談で対話する技術を学ぶ
※受講者に対する情報保障はつきません。　対象全回出
席できる市内在住・在勤の人　定員20人程度（抽選）　
費用無料
9月14日㈮〔消印有効〕までに、はがきに住所・氏名（ふ

りがな）・年齢・職業・電話・FAX番号を記入して、〒271
－8588松戸市役所　障害福祉課（☎366－7348、
366－7613）へ

適切な屋外広告物で
まちのより良い景観を
つくりましょう
　屋外広告物は、経済活動を支え　屋外広告物は、経済活動を支え
るとともにまち並み景観を構成るとともにまち並み景観を構成
する重要な要素です。無秩序な表する重要な要素です。無秩序な表
示・設置は景観を阻害し、優れた示・設置は景観を阻害し、優れた
デザインの屋外広告物は地域の魅デザインの屋外広告物は地域の魅
力向上につながります。力向上につながります。

問都市計画課
　☎366－7372

松戸らしい、
より良い景観に私たちがつくるまち並み景観

　景観づくりは、まち並みを美しくし、住みやすい街づくりにもつながります。市全体でより良い景観づくりを進めていきましょう。

事業者の
皆さんへ

屋外広告物と良好な景観や安全管理について考えませんか。
日時9月22日㈯10時～14時　会場松戸駅東口デッキ

屋外広告物の表示や設置には、原則許可申請が必
要です
　詳細は市ホームページをご覧いただくか、都市
計画課にお問い合わせください。

9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間

屋外広告物美化キャンペーン

　皆さんのご自慢の花壇や、花づくりの作業風景の写
真をご応募ください。応募者全員に参加賞（チューリッ
プの球根等）があります。
応募内容①市内で育てているみどりと花（庭や花壇な
ど）の写真②花壇づくりや花を育てている作業風景の
写真　※2Lサイズ（17.8cm×12.7cm）のみ。 表彰
等団体・学校・個人各部門ごとに選考　応募方法9月
28日㈮〔必着〕までに、応募用紙に写真（①②合わせて
4枚まで）・コメント・エピソードを添えて、直接または郵
送で〒271－0065松戸市南花島4の63の5　（公財）
松戸みどりと花の基金（☎710－2851）へ　※応募用
紙は同基金・市役所（正面玄関他）・21世紀の森と広場
パークセンター・東松戸ゆいの花公園・各支所で配布す
る他、同基金ホームページからダウンロードできます。

松戸みどりと花の松戸みどりと花の
コンクール作品募集コンクール作品募集

白井聖地公園の墓地使
用者を募集しています

申込締切日9月28日㈮
※詳細は健康推進課（☎
366－7485）にお問い合
わせください。

　たばこの煙には約4,000種類の化学物質が含まれています。喫煙は、がん
だけでなく心疾患・脳卒中等の循環器の病気や、肺炎・慢性閉塞性肺疾患
（COPD）等の呼吸器の病気の原因にもなります。

知っていますか？COPD
　たばこの煙等に含まれる有害物質が原因で肺機能が徐々に損なわれ、せ
き・たん・息切れなどが起こる病気です。やがて呼吸困難を起こします。

たばこをやめるとうれしい変化（効果）
　禁煙するとさまざまな効果を実感できます。味覚や嗅覚が改善し、食べ
物がおいしく感じられるようになります。せき・たん等の症状が改善し、風
邪やインフルエンザ等にかかりにくくなります。また、肺機能の改善、心
臓の病気やがんにかかるリスクが低下します。

 吸わない人にも害が発生～受動喫煙～
　受動喫煙があると、たばこを吸わない人の体内からも、たばこの煙の成分
が検出されます。大勢の人が利用する公共の場所や、妊婦・子どもが周囲
にいる環境での喫煙は控えましょう。

 禁煙外来等を上手に利用して、卒煙にチャレンジ！
　禁煙治療が受けられる医療機関を掲載した「松戸市禁煙外来マップ」を
利用しましょう。各保健福祉センター、各支所内の健康相談室で配布する
他、市ホームページからダウンロードできます。その他、各保
健福祉センターで保健師による禁煙相談も行っています。
※まつど健康マイレージ対象（禁煙外来＝15マイル、禁煙相
談＝5マイル）。

健康寿命を延ばすために ～たばこについて
考えましょう～

　お彼岸の期間と重なりご迷惑をお掛けしますが、ご
理解ご協力をお願いします。
問交通規制について白井市生涯学習課スポーツ振興班
　☎047－492－1111（内線3854）

9月24日㉁の午前中は、白井梨マラソンのため
白井聖地公園周辺道路の交通規制が行われます

問健康推進課☎366－74899月は 健 康 増 進 普 及 月 間

聞こえのサポーター講座
受講者募集〔全4回〕要申込

前回の個人の部市長賞作品前回の個人の部市長賞作品

松戸市禁煙外来マップ
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松戸朗読奉仕会では、市内在住で障害者手帳（視覚）を持っている人に、広報まつどを音声化したCDを無料で郵送しています。  問ふれあい22☎383－7111



総合医療センター血液内科外来は9月
6日㈭・10日㈪に、小児脳神経外科外
来は9月21日㈮に休診します
問同センター☎712－2511（代表）

メンタルヘルスチェックができる「こ
ころの体温計」をご利用ください
　9月10日㈪～16日㈰は自殺予防週間です。パ
ソコンや携帯電話から簡単にこころの健康状態
をチェックでき、相談窓口も知ることができる
「こころの体温計」をご利用く
ださい。
「ゲートキーパー」をご存じで
すか？
　ゲートキーパーとは、悩ん
でいる人に気づき、声をかけ、
話を聴き、必要な支援につな
げ、見守る人のことです。一人
でも多くの人が、誰かのここ
ろのSOSに気づき、支援の一
歩が踏み出せる、「やさしいま
ちまつど」を目指しています。
問中央保健福祉センター☎366－7489
　小金保健福祉センター☎346－5601
　常盤平保健福祉センター☎384－1333

メタボ教室①口
こ う

腔
く う

ケアからはじまる
健康づくり②食生活を見直してみよ
う～塩分・脂質を中心に～糖尿病教室
③糖尿病は万病のもと。動脈硬化のは
なし④フットケア
9月①11日㈫②21日㈮③27日㈭④10月5日㈮
各14時～15時　会場総合医療センター2階大会
議室　講師同センター①歯科医師・歯科衛生士
②管理栄養士③内科医師④保健師　費用無料
問同センター栄養管理室☎712－2511（内線
　1091）

がん患者・家族「集いの場」
9月19日㈬13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　定員先着15人　費用無料　
※がんの相談も受け付けています。
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

認知症予防教室①認知症予防できる
まちを目指して②認知症は口

こ う

腔
く う

ケア
で予防③爪のケアと健康④アロマヨ
ガ〔全4回〕
①9月20日㈭②10月4日㈭③10月18日㈭④11
月1日㈭・15日㈭各13時30分～15時　会場馬橋
東市民センター　講師①市

い ち

場
ば

医院・市場卓
た く

氏②
スギタ歯科医院・杉田和実氏③福祉ネイリスト・
石澤宏美氏④介護予防運動指導員　対象馬橋地
域在住のおおむね65歳以上　定員先着30人　
費用無料
電話で馬橋高齢者いきいき安心センター

☎374－5533へ

健康塾「検査でどこまでわかる？」

9月26日㈬14時30分～16時　会場東松戸病院
2階大会議室　内容同病院で行う採血・採尿・
心電図等の検査で分かること　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

食からはじめる健康セミナー「ロコモ
予防コース」〔全2回〕
①9月27日㈭②10月4日㈭各13時30分～15時
会場小金保健福祉センター　内容講話と①ロ
コトレ②試食　対象市内在住の20歳～64歳
定員先着25人　持ち物①のみ動きやすい服装・
靴　費用無料
9月3日㈪9時から、電話で同センター☎346－

5601へ

幼児救急法スクール
9月29日㈯13時～16時　会場ゆうまつど
内容事故やケガなどの応急手当の実技等　対象
出産準備・育児中の人またはその家族　定員先
着25人　※一時保育あり（6カ月以上～4歳未
満、先着10人、要申込）。　費用100円（保険代）
電話で日本赤十字社千葉県支部松戸市地区事

務局（地域福祉課内）☎366－3019へ

あたまとカラダの健康体操教室〔全12
回〕
10月から平成31年3月までの第1木曜（1月は第
3木曜）・第3月曜10時～11時　会場馬橋市民セ
ンター　対象馬橋西地区在住のおおむね65歳以
上で、医師に運動を止められていない人　定員
50人（抽選）　費用無料
 9月27日㈭〔消印有効〕までに、往復はがきに
住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記入して、
〒271－0043松戸市旭町1の174シニア交流セ
ンター1階　馬橋西高齢者いきいき安心セン
ター（☎711－9430）へ

愛の献血
10月2日㈫10時～11時45分、13時～16時
会場市役所正面玄関前　持ち物保険証・運転免許
証等本人確認ができる物　※松戸献血ルームPure
（☎703－1006）では随時受け付けています。
問健康推進課☎366－7487

認知症予防教室
10月3日㈬・10日㈬・17日㈬各14時～15時30
分　会場東部スポーツパーク　定員先着30人
（全回参加できる人を優先）　費用無料
電話で東部高齢者いきいき安心センター

☎330－8866へ

歩行の悩みを解決！歩き方教室

10月5日㈮・12日㈮各10時～11時30分　会場
新松戸市民センター　対象おおむね60歳以上　
定員各先着30人　費用無料
電話で新松戸高齢者いきいき安心センター

☎346－2500へ

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

　10月1日㈪から胃がん検診に、内視鏡検
査（胃カメラ）を導入します。　対象市に住
民登録がある50歳以上で、平成31年3月31
日時点で偶数年齢の人　※同検診を受診
した人は集団検診（バリウム）は受診できま
せん。　費用2,500円〔75歳以上、後期高齢
者医療被保険者証を持つ人、生活保護世帯
（夜間・休日受診証の提示が必要）、市民税非
課税世帯（受診時に申請書を記入）の人は無
料〕　持ち物保険証、共通受診券（水色）　※
同受診券がない場合は健康推進課にお問い
合わせください。　注意事項●自覚症状が
ある人や胃の疾患で治療中の人は検診対象
外●内服している薬等によっては、検診対
象外となることがあります
 直接電話で市内実施医療機関へ
問健康推進課☎366－7487

胃がん個別検診（胃内視鏡検査）
実施医療機関名 所在地 電話番号

もりた内科・眼科ク
リニック

松戸1343の3グラ
ンマノワール1階 362－3136

ほっち医院 松戸2044 362－2531

そが内科クリニック 本町19の16松戸ウ
エストビル4階 308－6677

新東京クリニック 根本473の1 367－6670
奥隅医院 緑ケ丘2の285 362－1825
高木クリニック 栄町5の313 364－0979
東葛クリニック病院 樋野口865の2 331－2025
石島医院 南花島 2の27の3 367－2131
西川医院 上本郷405 368－0081
矢切クリニック 栗山125の1 394－8850
皆川医院 下矢切72 368－2341
一条会クリニック 大橋415の1 372－5111
加賀谷正クリニック 東松戸3の7の19 312－7707

実施医療機関名 所在地 電話番号
福祉医療センター東
松戸病院 高塚新田123の13 391－5500

わざクリニック 西馬橋幸町13早稲
田ビル2階 309－1177

兒玉医院 三ケ月1543 345－6971
新松戸中央総合病院 新松戸1の380 345－1111

山本病院 小金きよしケ丘2の
7の10 341－3191

タカハシクリニック 幸田2の72 394－2211
常盤平中央病院 常盤平6の1の8 387－4121
千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8074
足立中央クリニック 日暮2の2の1 386－0088
三和病院 日暮7の379 712－0202
岡村胃腸科外科 牧の原1の23の6 384－3667
六高台内科胃腸科ク
リニック 六高台2の18の4 385－2251

こころの体温計

まつど健康マイレージ付与…

救急医療体制
※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

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〕。

☎366－0010テレホン
案内サービス
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9月11日㈫に、広報まつど まつどDEいきいき高齢者特集号を発行します。　問高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343



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（記載がないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先

掲 示 板
お知らせ

松戸都市計画の変更案の縦覧
期間 9/4㈫～18㈫各8時30分～17時
（平日のみ）場所都市計画課内容松戸坂
下特定街区の変更 意見書の提出方法 9/18
㈫〔消印有効〕までに、住所・氏名・電話
番号・意見を記入して、直接または郵送
で〒271－8588松戸市役所　都市計画課
（☎366－7372）へ

都市計画変更案の概要縦覧および公聴会
縦覧期間 9/4㈫～18㈫各8時30分～17
時（平日のみ）縦覧場所 ①都市計画課②公
園緑地課 ①新松戸駅東側地区の用途
地域、高度地区、防火地域および準防火
地域、道路の変更②矢切の渡し公園（下
矢切の一部区域）の追加 公聴会 ①10/21
㈰15時から②10/23㈫14時から ①新
松戸市民センター②総合福祉会館　※公
述申出がない場合は中止公述の申出方法
9/18㈫〔消印有効〕までに、公述申出書
に意見の要旨を添えて直接または郵送で
〒271－8588松戸市役所①都市計画課
（☎366－7372）②公園緑地課（☎366
－7380）へ

ヤフー㈱の官公庁オークションを利用し
て「旧古ケ崎医師住宅（土地・建物）」を売
却します
所在地 松戸市古ケ崎二丁目3219番
（土地＝地目：宅地、面積：1,362 .88
㎡、建物＝構造：鉄筋コンクリート造2
階建て2棟、延床面積：794 .62㎡）
入札参加仮申込期間 9/3㈪ 13時～9/19
㈬14時 入札参加本申込期間 9/3㈪13時～
9/19㈬ 14時 入札期間 10/4㈭ 13時～
10/11㈭13時入札確定日時10/15㈪17時
※詳細は市病院事業ホームページをご
覧ください 病院事業管理局管財課☎
712－0756

R
ラ ン

UN伴
と も

2018千葉まつど開催により、
9月8日㈯9時から14時まで市役所駐車場
（正面玄関前）は利用できません
RUN伴2018千葉まつど実行委員会・

梶原☎090－2471－6389

空調機器改修工事のため、9月15日㈯か
ら平成31年3月中旬まで中央保健福祉
センター駐車場は利用できません
　期間中、同センターにお越しの際は市
役所駐車場をご利用ください 健康推進
課☎366－7485

5年に1度実施している住宅・土地統計調
査にご協力ください
　9月中旬から、調査員が対象世帯に調
査書類を配布します　※調査内容を統計
の作成以外の目的に使用することはあり
ません 総務課統計担当☎366－8056

東京都市圏パーソントリップ調査にご協
力ください
　9月から12月の間に、対象世帯（無作
為抽出）に調査票を送付します 県都市
計画課☎043－223－3161

市立小・中学校司書募集
採用期間 9月～平成 31年 3月 勤務日時
平日週4日（長期休業期間を除く）8時～
16時45分のうち5時間45分（休憩45分
を含む）時給 900円（別途交通費支給）
応募資格 原則司書、司書補、または司書
教諭免許所持者で、簡単なパソコン操作
ができる人　※面接あり 電話で指導課
☎366－7458へ

こども発達センター産休代替職員（相談
支援専門員補助）募集
採用期間 H31/3/31まで勤務日時平日週
4日9時～17時（休憩45分を含む） 家
庭訪問、会議への出席、訪問記録や会議
録作成 時給1,490円（別途交通費支給）
募集人数 1人 応募資格 社会福祉士、精神
保健福祉士、介護福祉士、社会福祉主事
等有資格者（応相談） 同センター☎383
－6801

原爆被爆二世健康診断
実施期間H31/2/28㈭まで 県内在住の
原爆被爆者の実子　※検査の種類によっ
て一部自己負担あり H31/1/31㈭〔必
着〕までに、直接または郵送で住所・氏名・
生年月日・電話番号および被爆者（親）の
住所・氏名・生年月日・被爆者健康手帳番
号を記入して、〒260－8667千葉県健康
福祉部健康福祉指導課被爆者援護班（☎
043－223－2349）へ　

下水道排水設備工事責任技術者の資格
有効期限が平成31年3月31日の人は、
登録更新の手続きが必要です
受付期間 9/3㈪～14㈮ 千葉県下水道
協会事務局☎043－245－6112

9月の松戸競輪開催日程
本場開催 9/18㈫～20㈭=（FⅡナイター・
ガールズケイリン）場外開催 9/1㈯・2㈰=
富山記念（GⅢ）、9/3㈪～5㈬=千葉（F
Ⅰ）・高松（FⅠ）、9/6㈭～9㈰=岐阜記念（G
Ⅲ）、9/11㈫=函館（FⅠナイター）、9/11
㈫～13㈭=西武園（FⅠ）、9/12㈬～14㈮
=四日市（FⅠナイター）、9/14㈮～17㈷=
高知（共同通信社杯GⅡ）、9/18㈫～20
㈭=小田原（FⅠ）、9/22㈯～25㈫=京都向
日町記念（GⅢ）、9/27㈭～30㈰=青森記
念（GⅢ） 公営競技事務所☎362－2181

講座・講演・催し

はじめての将棋（基礎を学ぶ）
9/4㈫・11㈫・18㈫各16時～17時

松飛台市民センター 1回200円 各
先着15人 電話で同センター☎386－
6000へ

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ」
9/6㈭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

住宅リフォーム①相談②市民講座
9/8㈯①10時～13時、14時～16時、

②13時～14時 明市民センター 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」
9/8㈯14時～16時30分 松戸観光

案内所 マウス操作が可能な小学生（要
保護者同伴） 先着10人 ノートパソ
コン 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

NPO・市民活動よろず相談室「いつもの
会議が盛り上がる、ワークショップの基本
を学ぶ」
9/19㈬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

ふれあい教室「朗読をきくかい」
9/12㈬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

「犯罪ゼロ」を目指し「ひったくり防止自転
車かごカバー」と「自転車盗・空き巣対策
グッズ」を配布します
　カバーを取り付ける自転車でお越しくだ
さい（その場で取り付け、1人1個）。移動
交番車で警察への手続きや相談等もでき
ます 9/14㈮10時～10時30分 新堀
公園（上本郷4221）、北丘第2公園（五香
7の52の1） 各先着100人 市民安全
課☎366－7285

小金市民センター「サークル発表会」
9/15㈯10時30分～14時 同セン

ター 利用者サークルによる踊りや太極
拳の発表、脳活体操やヨガの体験コー
ナー、 抽選会他 同センター☎343－
8641

まつど市民活動サポートセンターの催し
①まちづくりキーパーソン養成講座「受講
生プレゼンテーション＆松戸のキーパーソ
ン交流会」 9/16㈰14時30分から 市
民活動をはじめたい人または市民活動を
する人を探している、事業連携を考えて
いる団体 先着30人②広報宣伝力UPシ
リーズ「チラシ作りに悩む方『デザインの
タネあかし』」 9/17㈷14時～16時 グ
ラフィックデザインオフィス・佐藤大輔氏
先着15人③法人運営シリーズ「はじめ

ての法人格取得編・どっちを選ぶ？NPO
と一般社団法人、取得のノウハウ教えま
す！」 9/23㈷10時～12時 NPOまつ
どNPO協議会事務局長・小熊浩典氏
先着15人④市民活動助成制度サポート講
座「共感を呼ぶプレゼンのコツ」 9/23㈷
13時30分～16時30分 同センター長
助成金への応募を検討している人 先

着30人 共通 同センター 電話または
Eメールで同センター☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-sc.comへ

求職中の人集まれ！わかもの就職フェア
9/19㈬10時～12時30分 勤労会館
合同会社説明会（6社）　※履歴書不

要、面接予約可 15歳から39歳までの
求職者（学生不可） 先着40人 電話で
まつど地域若者サポートステーション☎
703－8301へ

花づくり講習会「土の話と夏・秋花壇の切
り戻し」
9/21㈮13時30分～15時30分 21

世紀の森と広場パークセンター内パー
クシアター 上

かず

総
さ

更
さら

級
しな

公園園芸アドバ
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

女性5人の木管アンサンブル！室内楽に
よるクラシックの名曲コンサート
9/22㈯15時から（14時30分開場） 六

実市民センター 2,000円（小学生500
円、中学生～大学生1,000円　※小学生
は大人同伴の場合のみ入場可） 同セン
ター☎385－0116

やわらかなアメリカンビーズステッチで
ネックレス作り
9/24㉁10時～13時 常盤平市民セ

ンター 1,200円 先着15人 電話で
同センター☎387－2529へ

シティー・ミニコンサート～心の歌を秋風
に乗せて～
9/26㈬12時15分～12時45分（11時

30分開場） 市役所市議会議場曲目君
は我が心のすべて（レハール）、人知れぬ
涙（ドニゼッティ）他演奏者豊

とよ

原
はら

奏
かなで

（テノー
ル）、沢田千秋（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）

講演会「マチ弁から最高裁判事になって
PART2～家族、選択的別姓、セクハラに
ついて思うこと～」
9/29㈯13時30分～15時（13時開場）
白井市役所東庁舎1階会議室101 元

最高裁判事・山浦善樹氏 先着40人
郵送または電話・FAX、Eメールに住所・
氏名・ 電話番号を記入して、〒263－
0016千葉県男女共同参画センター☎043
－252－8036、 043－252－8037、
kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jpへ

日本語教育講演会「日本語の発音の規則
と教え方」
9/29㈯14時～16時 市民会館 専

修大学国際交流センター日本語チーフ
コーディネーター・赤木浩文氏 外国
人に日本語を教えている人他 先着50人
〔（公財）松戸市国際交流協会会員優先〕
500円（同会員は無料） 9/21㈮まで

に、電話で同協会☎366－7310へ

県立つくし特別支援学校公開
10/2㈫・3㈬各9時30分～12時 同

校 9/18㈫〔必着〕までに、所定の申込
用紙に必要事項を記入して、郵送または
FAXで〒270－2251松戸市金ケ作292
の2 県立つくし特別支援学校 386－
5646（☎385－1632）へ　※詳細は
同校ホームページをご覧ください

地域福祉サロン～困ったときはお互いさ
ま～（お菓子付き）
10/19㈮14時～16時15分 松戸市社

会福祉協議会 地域での防犯・安全対策
松戸警察署生活安全課職員 先着30

人 電話で地域福祉課☎366－3019へ

後期危険物取扱者試験
①11/18㈰②11/25㈰③12/2㈰

①習志野会場②木更津・銚子各会場③
勝浦・館山各会場 甲種6,500円、乙
種4,500円、 丙種3,600円 9/4㈫か
ら10/6㈯の間に、電子申請 http://
www.shoubo-shiken.or.jp、 また
は9/7㈮から10/9㈫の間に、直接もしく
は郵送で願書を〒260－0843千葉市中
央区末広2の14の1　（一財）消防試験研
究センター千葉県支部（☎043－268－
0381）へ　※詳細は同支部ホームペー
ジまたは消防局・各消防署で配布する試
験案内をご覧ください

下水道排水設備工事責任技術者共通試験
H31/1/12㈯ 千葉市総合保健医療セ

ンター（JR千葉みなと駅下車） 10,000
円 申込期限 10/11㈭ 千葉県下水道協
会事務局☎043－245－6112

会 議

教育委員会会議
9/13㈭15時から 京葉ガスF松戸ビ

ル5階会議室（傍聴は14時30分から受け
付け） 教育企画課☎366－7455
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白バイ、パトカー、シーポックと一緒に記念撮影も 要申込

一般投影「ふたつのお月見」
　中秋の名月や月の過去・現
在・未来のお話を紹介
開始時刻10時30分（文字解説
付き）、15時30分（各回40分）

市民会館プラネタリウム室NAOKO SPACE
PLANETARIUM

日時 会場（駐車場はありません）

9/11㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
9/18㈫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）
9/21㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
9/26㈬10:30～11:00 E-こどもの森　ほっとるーむ新松戸
9/27㈭10:30～11:00 矢切公民館
9/28㈮10:30～11:00 常盤平市民センター
9/28㈮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〜

9月7日㈮10時～12時　会場子ども読書推進センター　内容
「家族」がテーマの本＆秋におすすめの本　対象小学生の保護者
定員先着50人　

電話で子ども読書推進センター☎331－0077へ

小学校での読み聞かせ講座 要申込

9月14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

9月6日㈭・7日㈮・11日㈫・13日㈭・21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

時間15時30分～16時　対象幼児～小学生と保護者

日程 会場
9/14㈮ 明市民センター
9/18㈫ 小金原市民センター
9/19㈬ 東部スポーツパーク
9/21㈮ 五香市民センター
9/27㈭ 和名ケ谷スポーツセンター（分館内）
9/28㈮ 新松戸市民センター

市民センターおはなし会

共	通  費用無料　  同センター☎331－0077

子ども読書推進センターからのお知らせ

共通 投影日9月30日㈰までの土・日曜および祝・休日　定員各回先着80人　
費用50円（中学生以下と65歳以上は無料。年齢を確認できる物の提示が必要）

投影開始30分前から同館2階（☎368－1237）で受け付け

キッズ＆ジュニアアワー
「やぎ座のおはなし」
　星と星座にまつわる、子ども
向けのやさしいお話です
開始時刻13時30分、14時30分

（各回20分）

9月①15日㈯ ②16日㈰各10時～16時（昼休憩あり）　会場松戸
観光案内所　内容①プログラミングを学ぼう！（「繰り返し」「条件
分岐」「乱数」「変数」など基礎から少し難しいことまで）②オリジ
ナルゲームの開発、プレゼンテーション（作品発表）　講師㈱CA 
Tech Kidsスタッフ　対象両日参加可能でマウス操作ができる
市内在住の小学4年～6年生　定員20人（抽選）　持ち物昼食、飲
み物　費用無料

9月9日㈰までに、市ホームページの申し込みフォームで
問文化観光国際課☎366－7327

時間10時～12時　会場市民会館　対象
市内在住・在勤の小学5年～中学生の保
護者　定員先着100人　費用無料

9月3日㈪から、電話またはFAXに講座名・保護者の氏名（ふりがな）・性別・電話番号・子どもの学年・
一時預かり（1歳6カ月～未就学児、先着5人、1回200円）を希望する人は子どもの氏名（ふりがな）・性別・
年齢・アレルギーの有無を記入して、生涯学習推進課☎367－7810、 360－0945へ

時間10時30分～12時30分（9月28日㈮のみ12時まで）　会場常盤平体育館　対象3歳児（来年度幼稚園等へ通う予定の2歳
児も可）と保護者　定員15組（抽選）　費用無料（別途保育用品代200円）

9月10日㈪〔必着〕までに、はがきまたは申し込みフォームに保護者の氏名（ふりがな）・年齢・住
所・電話番号・子どもの氏名（ふりがな）と生年月日を記入して、〒271－0092松戸市松戸1307の
1松戸ビルヂング4階　生涯学習推進課幼児家庭教育学級係（☎367－7810）へ　
※10月12日㈮以降、保護者は子どもと離れて学習します（子どもは集団保育で遊びます）。　
※対象児以外の子を連れてくる場合は、その子の生年月日も記入してください（保護者と同席）。

日程 内容 講師
10/  2 ㈫ 10代のゆれる子どものコーチング～幸せな自立のための私たちにできること～ NPO ハートフルコミュニケーション・平松容

ゆ

見
み

子
こ

氏
10/16 ㈫ 揺れ動く思春期の子どもの心と身体～健やかな育ちに寄り添うために～ 青葉の森こころの相談室臨床心理士・花澤佳

けい

子
こ

氏
10/23 ㈫ 思春期に知っていると役立つ9つの性格タイプ～自分を知って相手を知る～ エニアグラムファシリテーター・藤岡美保氏
10/30 ㈫ 成長期の食事 森永製菓トレーニングラボ・細野恵美氏
11/  6 ㈫ 自分らしく生きる指

コンパス

針を育む航海術 エグゼクティブファシリテーター・渋
しぶ

谷
たに

聡子氏

日程 内容 講師
  9/28 ㈮ ありんこ先生と一緒に親子で遊ぼう 日本児童遊戯研究所所長・有

あり

木
き

昭
てる

久
ひさ

氏 
10/  5 ㈮ 身

か ら だ

体を使ってみんなで遊ぼう（一時保育オリエンテーション） 千葉県社会体育公認指導員・斎藤淳子氏
10/12 ㈮ 子どもに性をどう教えるか～子どものよき相談者となるために～ 子ども家庭相談課職員
10/19 ㈮ 自信をもってイキイキ子育て～子どもも自分も大事にする生き方～ 国立女性教育会館客員研究員・西山恵美子氏
10/26 ㈮ まつどっ子未来のために今～愛からはじまる子どもの幸せ～ 生涯学習推進課職員

子どもの今 幸せな未来 〜家庭教育から子どもが育つ〜〔全5回〕 要申込
中学校家庭教育学級講座

幼児家庭教育学級

仲間を
つくって
イキイキ
子育て

〔全5回〕要申込

プラネタリウム9月の番組

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

9月14日㈮〔消印有効〕までに、往復はがきに住所、子どもの氏名・性別・制服
サイズ、保護者氏名、返信用宛名を記入して、〒271－8557松戸市松戸558の2
松戸警察署生活安全課〔☎369－0110（内線263）〕へ

10月6日㈯ 13時～15時〔雨天中止〕

松戸まつりで子ども警察官になろう！

小学生向けプログラミング教室
参加費無料 20人限定〔全2回〕要申込

オリジナル

ゲームを開発しよう！

子どもの一時預かりあり

申し込み
フォーム

市ホームページ
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松戸市制施行75周年記念

松戸市ご長寿ハッピーコンテスト
参加者募集

生涯元気で
寝込まない！

A健脚部門〔①スーパー健脚コース＝往復約10km②のん
びりコース（名所巡り）＝約3kmのウオーキング〕
　準備体操で「笑いヨガ」を体験。参加賞もあります。
日時10月27日㈯8時受け付け開始、8時30分開会式、9時
15分ごろスタート〔 雨天中止〕　集合場所江戸川河川敷（松
戸駅西口を背に直進）　持ち物雨具、飲み物　※運動ができ
る服装でお越しください。　※夫婦合計年齢最高齢者・最高
齢参加者の表彰も行います。

B川柳部門
　「待つ」をお題に自作の川柳を
1人2句まで。応募作品は冊子に
します。また、受賞作品は10月
29日㈪から31日㈬まで、市役所
1階連絡通路に掲示します。優秀
作品の作者には開会式で表彰状・
記念品を進呈します。

共通 対象60歳以上　費用A200円B無料
9月21日㈮〔必着〕までに、はがきに住所・氏名（フリガナ）・生年月日・年齢・電話番号とAの

希望のコース、Bの自作の川柳（AかBのどちらかでも可）を記入して、〒271－0072松戸市竹
ケ花74の3中央保健福祉センター内　ご長寿ハッピーコンテスト事務局（☎366－7484）へ

要申込

①おとなの陶芸教室〔全4回〕
　皿や茶

ちゃ

碗
わん

など、自分だけの作品を作りませんか。
作品は11月3日㈷開催の同館文化祭で展示します。
日時9月20日㈭・27日㈭、10月18日㈭・25日㈭
各19時30分～20時45分　会場青少年会館　講
師NPO子どもっとまつど陶芸倶

ク

楽
ラ

部
ブ

②日本の食文化「寿司の握りと巻きの極意を学ぶ」
　寿司職人に極意を学び、握りと細巻きを体験し
ませんか。
日時10月27日㈯10時～13時　会場日本料理「花
車別館」（新京成五香駅下車）　講師日本料理「花
車別館」代表取締役・加藤隆治氏

共通 対象①16歳～39歳②18歳～45歳（共に市
内在住・在学・在勤の人優先）　定員各15人（抽
選）　費用①500円②1,500円
 ①9月12日㈬②10月9日㈫〔必着〕までに、電子
申請サービスまたはEメールで件名「陶芸」または

「寿司」、本文に住所・ 氏名（ふりが
な）・性別・年齢・昼間連絡可能な電話
番号を記入して、 mckozas@city.
matsudo.chiba.jpへ　※上記アド
レスからのメールを受信できるよう
に設定してください。

　平成31年4月に小学校に入学するお子さんの健康診断を行います。対象者に
は10月5日㈮（予定）に就学時健康診断通知書（はがき）を発送します。　
対象平成24年4月2日から平成25年4月1日の間に生まれた人　※通知書裏面
の予備調査票に必要事項を記入して、当日持参してください。　※通知書が届
かない場合や、10月1日㈪以降に転入届を出した場合は、保健体育課にご連絡
ください。　※当日は放課後児童クラブについてのご案内を予定しています。
問就学時健康診断について保健体育課 ☎366－7459
　放課後児童クラブについて子育て支援課☎366－7347

時間15時～16時30分　講師日本けん玉協会指
導員・川田嘉夫氏　対象小・中学生　費用無料
 当日会場で　問青少年会館☎344－8556

各申込締め切り日〔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。　※兄弟姉妹に限り、抽選結果を同一にできます。

電子申請サービス

問青少年会館
　☎344－8556

問青少年会館☎344－8556

要申込

秋の青少年教室

日程 会場
11/27 ㈫ 青少年会館樋野口分館
11/28 ㈬ 柿ノ木台公園体育館

けん玉で
いろんな技に
挑戦してみよう！

実施校 受付日時
大橋小学校 10/15㈪ 13:00～13:20
小金北小学校 10/16㈫ 13:00～13:15
六実第二小学校 10/16㈫ 13:10～13:25
矢切小学校 10/17㈬ 12:40～12:55
寒風台小学校 10/17㈬ 12:50～13:10
横須賀小学校 10/17㈬ 12:50～13:05
八ケ崎小学校 10/18㈭ 13:15～13:30
常盤平第二小学校 10/19㈮ 12:45～13:00
牧野原小学校 10/22㈪ 13:00～13:20
古ケ崎小学校 10/23㈫ 13:00～13:30
八ケ崎第二小学校 10/23㈫ 12:45～13:15
上本郷小学校 10/24㈬ 12:45～13:00
相模台小学校 10/26㈮ 12:45～13:15
常盤平第一小学校 10/26㈮ 13:15～13:30
松飛台第二小学校 10/29㈪ 13:15～13:30
北部小学校 10/30㈫ 13:00～13:20
六実小学校 10/30㈫ 13:00～13:15
上本郷第二小学校 10/30㈫ 13:00～13:30
南部小学校 10/31㈬ 12:50～13:10
金ケ作小学校 10/31㈬ 13:00～13:15
幸谷小学校 10/31㈬ 13:00～13:20
松ケ丘小学校 11/  1㈭ 13:00～13:20
梨香台小学校 11/  1㈭ 13:00～13:20

実施校 受付日時
旭町小学校 11/  1㈭ 12:45～13:15
松飛台小学校 11/  2㈮ 13:15～13:30
馬橋小学校 11/  5㈪ 13:10～13:20
和名ケ谷小学校 11/  6㈫ 12:45～13:00
馬橋北小学校 11/  6㈫ 12:45～13:15
常盤平第三小学校 11/  7㈬ 12:30～13:00
殿平賀小学校 11/  7㈬ 13:00～13:20
新松戸西小学校 11/  7㈬ 13:00～13:20
稔台小学校 11/12㈪ 13:00～13:20
柿ノ木台小学校 11/12㈪ 13:10～13:30
中部小学校 11/13㈫ 12:45～13:15
高木第二小学校 11/13㈫ 12:45～13:00
小金小学校 11/13㈫ 12:50～13:10
東部小学校 11/14㈬ 12:50～13:20
栗ケ沢小学校 11/16㈮ 12:50～13:05
貝の花小学校 11/20㈫ 13:00～13:15
東松戸小学校 11/20㈫ 13:00～13:20
高木小学校 11/21㈬ 12:45～13:00
根木内小学校 11/21㈬ 12:45～13:00
河原塚小学校 11/21㈬ 12:45～13:15
新松戸南小学校 11/22㈭ 13:00～13:20
六実第三小学校 11/22㈭ 13:10～13:30

日程 会場
11/29 ㈭ 運動公園武道館会議室
11/30 ㈮ 稔台市民センター別館

就学時健康診断のお知らせ

要申込

教室名 日時 会場 講師 対象
（市内在住・在学）

定員
（抽選） 費用 申込

締め切り日
秋の陶芸教室〔全4回〕
※作品を同館文化祭〔11/3㈷〕で展示。

9/22㈯・29㈯、10/20㈯・
27㈯各10:00～11:30 青少年会館 NPO子どもっとまつど陶芸倶

ク

楽
ラ

部
ブ

小学3年～中学生 15人 500円 9/10㈪

親子で学ぶ夢化学～楽しく不思議
な工作教室～(自分だけの表札作り）10/20㈯9:30～11:30 青少年会館 夢化学実験隊代表・青山好延氏 小学2年～6年生

と保護者 20組 1組
300円 10/  2㈫

青少年将棋教室〔全2回〕　
※初心者・中級者でクラス分けあり。

11/10㈯・17㈯
各14:00～16:00

青少年会館
樋野口分館

日本将棋連盟松戸支部支部長・
佐藤静治氏 小学3年～中学生 30人 無料 10/23㈫

ユニカール～氷がなくてもカーリ
ング～ 11/18㈰13:00～16:00 青少年会館 日本ユニカール協会・川村光廣氏

他
小・中学生　※保
護者の参加も可。 20人 無料

11/  2㈮
お父さんと一緒にうどん作り☆ 11/25㈰10:00～14:00 市民会館 NPO子どもっとまつど 小学3年～中学生

と男性の保護者 10組 1組
700円

秋の

青年講座

　安心して出産・子育てができるように、おなか
の赤ちゃんや2歳以下のお子さんの成長・発達に
合わせて、医師監修の健康に関するアドバイスや、
子育てに関する情報を配信します。
対象市内在住の妊婦と家族、2歳以下の乳幼児の
保護者　
費用無料（通信料は利用者負担）
登録方法①LINEアプリをダウンロード②下記の
QRコードを読み込む③「まつどDE子育てLINE」
を友だちに追加
問子ども家庭相談課母子保健担当室
　☎366－5180

登録は
こちら
から！

QR コード

まつどD
で

E
子育てL

ラ イ ン

INE

出産・子育て応援メッセージをお届け！

電子申請サービス
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共通申込方法 9月10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　※往復はがき1枚、申し込みフォーム1件につき1講座（本人のみ）
の申し込み。連名での申し込みはできません。　※定員に満たない場
合は、9月11日㈫から電話で受け付け。　※申し込みフォームから申し
込んだ場合は、生涯学習推進課からのメール（ mcsyougaigakusyu-
kouza@city.matsudo.chiba.jp）を受信できるように設定してくださ
い。　※電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。

秋の生涯学習講座
問生涯学習推進課☎367－7810
共通 対象市内在住・在勤・在学の人

要申込

市民自主企画講座市民大学講座
千葉大学園芸学部連携「果樹・果物について詳しくなろう！～育
て方、選び方、健康維持効果、ミニ実験など～」〔全5回〕

時間13時30分～15時30分　会場同大学園芸学部内100周年記念戸定ケ
丘ホール（10月31日㈬のみ同大学柏の葉キャンパス）　講師同大学助教・
三輪正幸氏　定員30人（抽選）　費用300円

矢切台地とその周辺を廻
ま わ

る（松戸街道を往く）〔全3回〕
10月4日㈭・11日㈭・18日㈭各10時～13時　会場市内各地　講師同会メンバー
定員30人（抽選）　費用無料　

地域のみんなが楽しく暮らせる“創
そ う

年
ね ん

のたまり場”づくり（まつど生涯櫻
お う

友
ゆ う

会）〔全2回〕
10月5日㈮・12日㈮各13時30分～15時30分　会場六実市民センター　講師
健康生きがいアドバイザー・川上千

ち

里
さ と

氏他　定員100人（抽選）　費用無料

江戸川・利根川の水運で栄えた野田・流山・取手の歴史を訪ねる（江戸川
研究会）〔全4回〕
10月5日㈮10時～12時・12日㈮9時30分～12時30分・19日㈮8時50分～12
時30分・26日㈮9時30分～12時30分　会場文化ホール他　定員30人（抽選）
講師郷土史作家・青木更

こ う

吉
き ち

氏他　費用無料　

松戸市内の神社巡り“松戸をもっと知ろう！”（とみの会）〔全3回〕
10月9日㈫10時～12時・16日㈫8時50分～12時・23日㈫9時30分～12時
会場文化ホール、市内各地　講師元明治大学兼任講師・水谷類

たぐい

氏他　定員25人
（抽選）　費用バス代実費　

日程 内容
10/  3㈬ 果物よもやま話
10/10㈬ 家庭における果樹栽培のコツ（導入編）
10/17㈬ 家庭における果樹栽培のコツ（応用編）
10/24㈬ 果物の糖度を測定しよう（実習）
10/31㈬ 柏の葉キャンパスツアー（見学）

日本大学松戸歯学部連携
「お口の健康・からだの健康」〔全3回〕

時間14時～16時　会場同大学MDホール他　講師同大学①有床義歯補
ほ

綴
て つ

学准教授・木本統
すぐる

氏②歯内療法学准教授・辻本恭久氏③衛生学准教授・有
川量

か ず

崇
む ね

氏　定員90人（抽選）　費用無料

日程 内容
①10/  5㈮ 知ってそうで知らない入れ歯の話

②10/12㈮ 加齢による歯の変化に対応するマイクロスコープを使用し
た治療

③10/20㈯ 加齢のコントロールは口の健康から－歯磨き指導－

流通経済大学連携「働き方の過去、現在、未来」〔全3回〕

時間10時～11時30分　会場同大学新松戸キャンパス　講師同大
学経済学部①助教・長澤勢

せ

理
り

香
か

氏②准教授・参
さ ん

鍋
な べ

篤司氏③准教授・
秋保親

ち か

成
な り

氏　定員先着100人　費用無料
電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

日程 内容

①10/13㈯ カリブ海砂糖プランテーションにおける労働自由化
の歴史

②10/20㈯ 働き方改革の落とし穴と成果主義の導入
③10/27㈯ AI化による雇用・労働への影響、教育的対応

成人講座 日本最古の漫画『鳥獣戯画』を模写しよう
～紙本墨画入門編～〔全3回〕

10月2日㈫・16日㈫・23日㈫各10時～13時　会場文化ホール　
講師日本画家・泉晴

せ い

行
こ う

氏　定員20人（抽選）　費用100円

まつどの樹を訪ねる散歩（初秋編）（樹の会）〔全3回〕
9月21日㈮・28日㈮、10月5日㈮各9時～12時　会場市内各地　講師樹木医・
真嶋好

よ し

博
ひ ろ

氏他　定員20人（抽選）　費用無料

※1人で複数人分の申し込みはできません。 ※受付開始時間に定員を超えた場合はその場で抽選。 ※受付当日は車での来所はご遠慮ください。 ※★はテキストま
たは道具・材料費実費。　※受講費用の一部を助成する若年者職業訓練講座助成金制度があります。詳細は商工振興課（☎711－6377）にお問い合わせください。
9月5日㈬9時から、受講料を添えて直接同センター（小金原1の19の3、☎349－3200）へ

松戸地域職業訓練センター後期講座募集のお知らせ 要申込

講座名 日時 定員
（抽選）  　受講料 

日商簿記3級受験講座〔全13回〕 12/13～H31/2/7（12/24・31、1/3・14除く）の月・木曜9:30～12:30 20人 20,000円（18,000円）　★
日商簿記2級受験講座〔全12回〕 11/17～H31/2/9（12/29除く）の土曜10:00～16:00　 20人 30,000円（27,000円）　★
宅地建物取引士受験講座〔全27回〕H31/2/23～8/31（5/4除く）の土曜13:30～16:30 20人 45,000円（40,000円）　★
スペイン語入門講座〔全12回〕 10/15～H31/1/28（12/24・31、1/7・14除く）の月曜13:00～14:30 20人 13,000円　★
初歩からのビジネス中国語会話
講座〔全12回〕 10/9～12/25の火曜19:00～20:30 20人 13,000円　★

かんたん英会話講座〔全10回〕 10/15～12/17の月曜10:00～11:30 25人 10,000円　★
英会話基礎講座〔全10回〕 10/16～12/18の火曜10:00～11:30 25人 10,000円　★
英会話初級講座〔全12回〕 10/3～12/19の水曜13:00～14:30 25人 13,000円　★
英会話中級講座〔全12回〕 10/3～12/19の水曜10:00～11:30 25人 13,000円　★
韓国語初級講座〔全18回〕 9/28～H31/3/22（11/23、12/28、1/4、2/15・22、3/1・8・15除く）の金曜12:00～13:30 25人 20,000円　★
韓国語中級講座〔全18回〕 9/28～H31/3/22（11/23、12/28、1/4、2/15・22、3/1・8・15除く）の金曜10:15～11:45 25人 20,000円　★
健康ヨーガ入門講座〔全12回〕 9/28～12/21（11/23除く）の金曜10:00～11:30 25人 12,000円
陶芸入門講座〔全12回〕 10/4～12/20の木曜10:00～12:30 18人 12,000円　★
実用書道講座〔全12回〕 9/29～12/22（11/3除く）の土曜10:00～11:30 25人 12,000円　★

切り絵講座〔各全4回〕 ①11/6㈫・20㈫、12/4㈫・18㈫各13:00～16:00 15人   4,000円　★
②H31/1/29㈫、2/12㈫・26㈫、3/12㈫各13:00～16:00 15人   4,000円　★

※（　）内は会員事
　業所の料金です。

申し込み
フォーム

ステキな幼稚園ママに！（香
シャン

香
シャン

）〔全3回〕

時間10時～12時　会場①
②常盤平体育館③稔台市民
センター　講師ヨガインス
トラクター・高橋和

か ず

里
り

氏他

日程 内容
①10/  2㈫ リラックスヨガでストレッチ
②10/  9㈫ 幼稚園座談会
③10/16㈫ 子どもがよろこぶ野菜料理

定員先着20人　持ち物①ヨガマットまたはバスタオル③エ
プロン、手拭きタオル、食器拭きタオル　費用③800円　※
一時預かりあり（6カ月以上、先着6人、要申込）。
左記の申し込みフォームで

「講座サポーター」を募集
対象講座市民大学講座、成人講座　内容会場設営、受け付け等のお手伝い
申し込みの際に、往復はがきまたは申し込みフォームに「講座サポー

ター希望」と記入

申し込みフォーム
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松戸朗読奉仕会では、市内在住で障害者手帳（視覚）を持っている人に、広報まつどを音声化したCDを無料で郵送しています。  問ふれあい22☎383－7111



9月1日～21日は住宅防火・防災キャンペーン9月1日～21日は住宅防火・防災キャンペーン

救急出動件数の推移 平成29年救急車による
傷病程度別搬送人員構成比

23,63823,638

23,78723,787 24,66324,663

25,38225,382

22,83822,838

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

平成25年 26年 27年 28年 29年

（件）

中等症
48.6％

重症
6.4％

死亡
0.5％

軽症

44.5％

勇気ある行動への感謝を示す
「感謝カード」の配布を始めます
　救急隊等が救急現場に到着するまでの間に、勇気
を持って応急手当をしてくださった人に、「感謝カー
ド」をお渡しします。カードの裏面には救護後のスト
レスや感染症に対する不安等を支援するための相談
窓口を記載しています。
配布開始日9月9日㈰

安心して応急手当ができるように
～応急手当実施者のための見舞金制度が始まります～
　救急現場でバイスタンダー（救急現場に居合せた人）とし
て応急手当をした際に、感染症にかかった恐れがある場合、
検査費用として見舞金をお支払いします。　
開始日9月9日㈰　※支給条件などの詳細は、市消防局ホー
ムページをご覧ください。

　救急要請場所から最も近い出動可能な救急車が出動します。救急出動が増えると、
遠方から救急車が来ることになります。救急車はみんなで共有する医療資源です。
緊急性があるときに利用しましょう。

　市内には、10カ所の消防署に11台の救急車が配置され、一刻を争うような大けがや
急病での救急要請に対し、救急隊員が日夜救急活動に従事しています。
　平成29年の市消防局の救急出動件数は25,382件で、1日平均69.5件、21分に1件の
割合で救急車が出動しました。
　搬送人員を傷病程度別に見ると、比較的症状が軽く、入院の必要がないと思われる
「軽症」と診断された人が全体の44.5%を占めていました。

　状況により救急現場にAEDなどの応急処置用資機材を積載した消防
隊が出動し、救急隊と相互に連携して救急・救護・人命救助活動などを
行う「PA連携」を実施しています。
　「救急車を呼んだのに消防車が来た！」と驚かれるかもしれません
が、消防車には救急隊員と同じ資格を持つ隊員が乗車しています。救
急車が到着するまでの間、消防隊員が応急処置をしますのでご安心く
ださい。

今後の開催予定（個人対象）
10月19日㈮、11月12日㈪、12月18日㈫、平成31年2月
7日㈭、3月9日㈯　※時間・会場等の詳細は、市消防局
ホームページをご覧ください。

　9月に入りましたが、まだ
まだ暑い日が続きます。こま
めに水分・塩分補給をして熱
中症予防を心掛けましょう。

救急車は適正に利用しましょう

救急搬送のうち、4割以上が軽症者

救急現場に消防隊も出動します
～P

ピ ー

A
エ ー

連携～

応急手当を学びましょう
～普通救命講習会～

熱中症に

注意しましょう

9月9日は救急の日

その勇気が、その勇気が、
生命をつなぐ生命をつなぐ
　家族や自分が急にけがや病気をしたとき、冷静になれず、　家族や自分が急にけがや病気をしたとき、冷静になれず、

どうしたらよいか困った経験はありませんか。どうしたらよいか困った経験はありませんか。
　応急手当の重要性や救急車の適正利用などについて紹介します。　応急手当の重要性や救急車の適正利用などについて紹介します。

問消防局救急課☎363－1145問消防局救急課☎363－1145

誰もが安心して救護の手を
差し伸べることができるように

家の中でも熱中症になる危険があります。エアコンなどを使っ
て適切な温度を保つようにしてください。頭痛や吐き気など体
調に異変を感じたら、ためらわずに119番をしてください。

9月3日㈪10時～11時30分　会場市役所1階連絡通路　内容住宅用
防災機器の展示、住宅用火災警報器クイズ（先着でプレゼントあり）、
高齢者宅への住宅用火災警報器取り付け支援の受け付け　
問松戸市防火協会事務局（消防局予防課内）☎363－1114

●火災を出さないために＝安全装置付きガスこんろ、安全装置付き暖房機器
●火災を拡大させないために＝防炎物品（カーテン等）、防炎製品（布団、衣類等）
●火災を早く知るために＝住宅用火災警報器
●火災を早く消すために＝住宅用消火器、エアゾール式簡易消火具
問消防局予防課☎363－1114

敬老の日に住宅用防災機器や防炎品などを
プレゼントしませんか

火災が発生した場合の被害を抑えるために、
住宅用防災機器を設置しましょう

本当に救急車が必要か考えてみましょう
□足がつった
□紙で指先を切った
□日焼けで肩が痛い
□入院予定日なので病院に行きたい
□病院までの交通手段がない

いざと
いうときの
ために

感謝カードの表面

市消防局
ホームページ

市消防局
ホームページ
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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 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 9:00～17:00 常盤平児童福祉館☎384－7867
※同館は休館中ですが相談のみ受け付けます来所予約制

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） 毎週火・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月

毎週火・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） 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

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
風の丘☎375－8447

◆小野田バレエアカデミー20周
年発表会
9/1㈯16:30
松戸芸術舞踊協会・小野田☎

340－2246
◆ハワイアンカーニバル　★
9/2㈰13:00
マハロ・クラブ・神崎☎04－

7175－1770
◆松戸市戦没者追悼式
9/8㈯14:00
地域福祉課☎366－3019

◆POPダンスショータイム
9/16㈰17:30
Popダンス・柳☎711－8910

◆バレエコンサート〈ドリーム・オ
ン・ステージ〉
9/17㈷16:30
DreamsonStage・友田☎080

－1195－6777
◆「米

アメリカ

軍が最も恐れた男」その名
は、カメジロウ　★
9/21㈮①10:30②14:30③18:30
松戸「沖縄とつながろう！」会・

杉見☎090－3248－3433
◆キッズダンス発表会
9/23㈷16:30
ZippyGang・今野☎090－8113

－4153
◆葵舞踊百華
9/27㈭12:00
葵会・鳳☎713－5642

◆地域福祉セミナー
9/28㈮13:30
（社福）松戸市社会福祉協議会
☎368－0503

◆矢切の耕地を未来につなげる
会・発足会

9/5㈬18:15
龍☎090－4671－8248

◆八柱カンツォーネ・シャンソン
コンサート
9/7㈮14:30
谷口☎364－7839

◆歌謡発表会
9/8㈯10:30
漆沢☎385－1363

◆松戸川柳大会
9/9㈰13:30
坂部☎388－8318

◆コンサートと医療・介護の講演
9/13㈭14:00
松戸クラシック音楽を楽しむ

会☎090－1805－2206
◆市民チャリティーフェスティバル
9/17㈷10:00
理容組合松戸支部・三輪☎090

－3098－2921
◆松戸童謡の会　童謡を歌う　
（月例会）★
9/19㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆ムジカエポカピアノ教室発表会
9/24㉁14:00
八代☎090－4846－7832

◆歌って健康！歌声コンサート ★
9/26㈬13:00
㈱マイソング☎03－5774－

1414
◆松戸市文化祭オープニングセ
レモニー文化祭70周年式典
9/30㈰13:00
松戸市文化団体連盟・加藤☎

080－5435－2337

◆松戸混声合唱団定期演奏会
10/8㈷14:00
会場大ホール　費用全席自由　
1,500円　※中学生以上チケット
必要。未就学児は、親子鑑賞室へ
ご案内（発売中）

◆歌って健康　杉山公章の歌声
コンサートin松戸市
9/26㈬13:00
会場市民劇場　費用全席自由　
1,500円（当日券は500円増し）　
※車椅子等で介助を要する人の
付添人は1人まで半額（発売中）
◆川口日

ひ

出
で

旺
お

とニューセッション
オーケストラコンサート　ビッグ
バンドよ永遠に
10/12㈮19:00
会場大ホール　費用全席自由　
4,999円　※高校生以上チケット
必要（発売中）
◆フォレスタ　コンサートin松戸
11/28㈬14:00
会場大ホール　費用全席指定S
席5,800円　※未就学児入場不可
（発売中）
◆『演歌新時代』山内惠介熱唱ラ
イブ2018～新たなる夢の扉へ～
11/29㈭14:00
会場大ホール　費用全席指定 S
席6,000円　※未就学児入場不可
（発売中）
◆佐渡裕指揮　シエナ・ウインド・
オーケストラ演奏会2018
12/24㉁14:30
会場大ホール　費用全席指定S
席6,500円、A席5,500円、B席
3,500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
①9/3㈪・10㈪各13:30～14:30
②9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1回500
円　 同体育館☎386－0111
◆①ズンバ②ヨガ
9月の①月曜15:10～16:00②金
曜15:00～16:30　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

●ファミリースポーツ教室
9/9㈰9:00～12:00　会場新松戸
西小学校　 宮崎☎346－4327

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

9 日
花澤香菜 
KANA HANAZAWA
Concert2018～大丈夫～ ★

17:30
インフォメーションダイ
ヤル
☎03－5793－8878

11 火 天童よしみコンサート2018 ★ 13:30 ㈱アイエス☎03－3355－3553

22 土 杏里 ANRI LIVE 2018Precious Memories ★ 17:00 Ro-Onチケット☎365－9960

23 祝 松戸シティフィル管弦楽団定期演奏会 ★ 14:00 宮城☎070－4134－1175

24 休 よこすかウインドアンサンブルコンサート 14:00 同楽団・渋谷☎090－6037－3673

30 日「おかあさんといっしょ」ガラピコぷ～がやってきた！！ ★
13:30
16:00

森のホール21チケットセ
ンター☎384－3331

小
ホ
ー
ル

5 水 韓暁娟ソプラノシリーズコンサート ★ 14:00 菅☎090－2212－6678

9 日 スワンバレエスクール発表会 17:00 渡辺☎090－1460－3743

15 土 松戸まつり素人のど自慢大会八柱地区予選会 11:00 リコー書店☎385－6300

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

22 土 松戸市民カラオケ歌謡協会秋の歌謡祭   9:30 松本☎090－4742－4792

24 休 C
ク ピ ド

UPIDO B
バ レ エ

ALLET 発表会 16:00 同スタジオ☎050－3825－5725

28 金 全国労音共同企画 宮沢明子 ピアノリサイタル2018 ★ 14:00 Ro-Onチケット☎365－9960

29 土 松戸声楽勉強会30周年記念演奏会 13:30 五味☎080－3426－7597

30 日 Concert Vol.32 12:00 土浜☎090－1704－4664

◆初めての①パワーヨガ②フラ
①9月の水曜11:00～12:00②
9/7㈮・21㈮・28㈮各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1回500円　 同体育館☎
341－2242
●軽スポーツ教室（カローリング
他）
9/8㈯9:00～12:00　会場寒風台
小学校　 内田☎364－8920
●グラウンド・ゴルフ教室
9/9㈰9:00～13:00　会場新松戸
中央公園　 矢野☎090－3107
－0348
●軽スポーツ教室（グラウンド・
ゴルフ、カローリング他）
9/15㈯9:00～12:00　会場稔台
小学校　 髙橋☎363－3064

●ヘルスバレーボール・ボッチャ
教室
9/15㈯19:00～21:00　会場東部
スポーツパーク体育館　 岩下
☎090－5531－8004
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
9/16㈰9:00～12:00　会場幸谷
小学校　 峯田☎341－2978
●カローリング教室
9/23㈷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
●スポレク地域祭グラウンド・ゴ
ルフ大会（小金地区）
9/30㈰8:30～13:30　会場小金
北小学校　定員先着140人
堀☎344－1735

※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

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。

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。

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「基本操作とエク
セルによる表作成」
10/31㈬までの希望日の10時・13時・

15時・18時から各2時間 NPO快適IT
空間・松戸教室（市民劇場向かい） 各回
1人 各2,000円 電話で同教室・石井
☎703－7284へ
●健康体操教室（ストレッチ等）
9月の㈯15時～16時30分 運動公園

小体育室 各500円 電話で健友会・桑
原☎365－4805へ
●合気道無料講習会
9月の㈯19時～21時 常盤平体育館
20歳以上 各先着10人 松戸合気道

クラブ・小田☎090－1049－7727
●24式太極拳無料体験会
9/3㈪・17㈷・24㉁各14時～16時、

9/5㈬・12㈬各13時～15時 稔台市民
センター 電話で健身まほろば太極拳・
芦沢☎080－2010－1170へ
●健康体操体験教室（ストレッチ等）
9月の㈬9時20分～10時50分 小金

原体育館 50歳以上の女性 各500円
電話で健康体操さざんか・田中☎341

－9711へ
◆健康麻雀体験会
9/5㈬10時～16時 松戸駅近くの健

康麻雀店 先着20人 1,500円 当日
会場で 健康麻雀サークル笑

え

心
ごころ

・松本☎
090－4249－4093
●社交ダンス初級者講習会〔全4回〕
9月の㈬18時～20時 小金原市民セ

ンター 1,500円 舞踏会・石田☎090
－1542－5940
●ヨーガ・呼吸法体験会
①9/5㈬・12㈬・19㈬各19時～20時

②9/7㈮・14㈮・21㈮各9時30分～10時
40分③ 9/21㈮ 19時 30分～21時④
9/23㈷11時～12時30分⑤9/25㈫10
時～11時30分 ①六実③⑤二十世紀が
丘④松飛台各市民センター②馬橋ダンス
アカデミー タオル、動きやすい服装
1回500円 電話でヨガサークル・ビハー
ラ・小

こ

畠
ばたけ

☎090－7197－3616へ
◆足裏リフレクソロジー体験とミニ講座
①9/6㈭②9/11㈫各10時～12時

新松戸4丁目（要問い合わせ） 各先着12
人 各300円 ①9/3㈪②9/8㈯までに
電話で足がる隊・川野☎389－1902へ
◆篠笛・お祭囃

ば や し

子・神
か ぐ ら

楽見学会
①9/6㈭・27㈭各14時～16時②9/8

㈯18時～20時 ①六実第二小学校②六
実市民センター 電話で五香六実お囃子
の会・白石☎387－1522へ
●ウィング暑気払いダンスパーティー
9/7㈮15時15分～17時30分 新松

戸市民センター 500円 社交ダンス
サークルウィング・石井☎090－5755－
6867
●家庭教育講座①創造性とその育て方②
子どもが挫折する親のタイプ
①9/7㈮②10/11㈭各10時～12時

市民会館 各100円 松戸家庭教育研究
会・加藤☎080－5426－3133
●秋から始めるカンフーフィットネス
9/7㈮・21㈮各19時～20時30分 青

少年会館 高校生以上 先着各10人
各500円 電話で新松戸カンフークラブ・
長塚☎080－6253－9898へ

食育講演会「塩と食事」
9/8㈯15時～16時30分 まつど市民

活動サポートセンター 東京聖栄大学教
授・宮内眞弓氏 先着30人 500円
電話で数値調理会・岩崎☎090－9295－
1387へ
◆司法書士法律相談会
9/8～10/27の㈯（9/15、10/6除く）

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

◆女性司法書士による女性のための相続
（税金除く）・遺言の無料相談会
9/8㈯・29㈯各10時・13時・15時から
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（㈬㈰
㈷を除く）へ
◆いきいき終活カフェ
9/8㈯13時30分～15時30分 稔台市

民センター別館 先着20人 500円
電話で（一社）ゆい・奈良☎713－7865へ
●松戸まつり参加曲講習会
9/8㈯・23㈷各18時30分～20時30

分 市民会館 うちわ 馬橋芸能連合
会・松澤☎343－2123
◆休日乳がん検査（当日は乳腺専門医に
よる結果説明あり）
9/9㈰、10/21㈰各9時～17時 新松

戸中央総合病院 先着100人 要問い
合わせ 同病院地域医療連携室☎309－
4186
◆中国問題講演会
9/9㈰14時～17時 市民会館 中央

大学准教授・及川淳子氏 先着100人
500円 日本中国友好協会東葛飾支部・
田中☎384－7593
◆成年後見制度についての相談会
9/10㈪、10/1㈪各13時～16時 勤

労会館 電話で認定NPO東葛市民後見
人の会松戸支部・上野☎368－0488へ
◆松戸歌声サロン
9/10㈪14時～16時 松戸アリエッタ

ホール（松戸駅下車） 先着50人 1,200
円 電話で同サロン・金

かね

谷
や

☎090－3491
－7373へ
●社交ダンス体験会（ルンバ中級）〔全3
回〕
9/11㈫・18㈫・25㈫各19時10分～20

時50分 新松戸市民センター ダンス
シューズ 1,000円 電話で新松戸社交
ダンスサークル・吉村☎346－1736へ
◆認知症予防に役立つゲームと2人の講
師による食事と口

こう

腔
くう

ケアの講演
9/12㈬9時10分～12時35分 市民

会館 先着40人 電話で人材パワー
アップセンター・岩橋☎364－8820へ
●健康体操教室（ストレッチ他）
9/13㈭・20㈭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 電話で東部健康体操クラ

ブ・七
しち

田
だ

☎392－9477へ
●なぎなた教室
9/14㈮・21㈮・28㈮各9時～11時

和名ケ谷スポーツセンター 先着10人
電話で松戸市なぎなた連盟和名ケ谷グ
ループ・佐藤☎388－8376へ
◆親子で遊ぼう（リズム運動、絵本他）
9/14㈮・21㈮・28㈮各①10時～11時

②11時15分～12時15分 運動公園体
育館 ①1歳6カ月以上②2歳6カ月～未
就園児の子と保護者 各先着20組 各
500円 電話でプチさくらんぼクラブ・佐
藤☎311－1907へ
◆人間関係を改善する「心の境界線」を学
ぼう
9/15㈯13時～15時 常盤平市民セ

ンター 先着10人 300円 電話でファ
ミリーネット新松戸・小川☎090－6544－
1856へ
●歴史散歩①旧水戸街道を歩く（小金宿～
南柏）②本土寺等幸田地域中心に訪ねる
①9/16㈰13時30分JR北小金駅集合、

16時30分JR南柏駅解散②10/14㈰13
時30分JR北小金駅集合、16時30分解散
各300円 松戸史談会・鈴木☎331－

0398
◆市民チャリティーフェスティバル
9/17㈷10時～18時 市民劇場 先

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

●松戸ゴールデンテニス大会
9/17㈷8時45分から 栗ケ沢公園庭

球場 年齢別クラス分けダブルス 市内
在住の男性60歳以上・女性55歳以上 1
人1,500円 9/10㈪までに費用を添えて
直接IHSMテニスアリーナ松戸へ シル
バーテニス連盟☎366－3600
●ファミリー・フォト・グルッペ写真展
9/19㈬～23㈷各10時～18時（9/19

㈬は12時から、9/23㈷は16時30分まで）
文化ホール 同会・西

にし

牧
まき

☎364－7890
（夜間のみ）
●手あみとキルト初心者講習会（かぎ針
ベストまたはキルト手提げ）〔各全3回〕
①9/20㈭、10/4㈭・18㈭②9/21㈮、

10/5㈮・19㈮各10時～12時 ①小金
原②常盤平各市民センター 各3,000円
電話で小金原文化の会・安達☎343－

6898へ
◆ともしび読書会
9/20㈭14時～16時 ゆうまつど

テキスト『無
い ち じ く

花果の森』（小池真理子著）
200円 電話で同会・西村☎080－7006
－2999へ
◆いぶきバザー（チャリティーバザー、バ
ザーへの出品物も募集）
9/22㈯11時～13時 ①いぶきの広

場他（五香）②第2いぶきの広場（東平賀）
（社福）松の実会①☎389－1010②☎
341－1167
◆ゆいの花音楽会ファミリーコンサート
9/22㈯13時30分～15時40分 さわ

やかちば県民プラザ（柏市） 先着500人
松戸ウインドアンサンブル・駒木☎080

－3511－5364
◆けん玉教室（指導と段・級認定）
9/22㈯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
◆外来水生植物駆除体験講座
9/23㈷9時30分～14時30分 手賀

沼親水広場水の館 先着30人 長靴、
汚れてもよい服装、筆記用具（弁当あり）
Eメールで手賀沼流域フォーラム実行委員
会 teganumaforum@yahoo.co.jpへ
●松戸シティフィルハーモニー管弦楽団
定期演奏会
9/23㈷14時から 森のホール21 ブ

ルックナー交響曲第6番他 900円（前売
り800円、高校生以下・60歳以上500円）
同楽団・宮城☎070－4134－1175

◆お寺でお月見
9/24㉁18時～20時30分 ローベッ

ク氏による尺八とチェロ演奏 徳藏院
（日暮5の270） 先着200人 同院・飯
沼☎090－8949－7140
●レディースソフトボール秋季大会
10/21㈰8時30分から 古ケ崎河川

敷ソフトボール場 市内在住・在勤の15
歳以上の女性チーム 1チーム5,000円
10/13㈯14時から運動公園会議室で

行う代表者会議で 松戸市レディースソフ
トボール連盟・直井☎090－9957－3864

◆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
●人前で話すのが苦手なひとの為の「話
し方講座」〔全4回〕
9/27㈭、10/11㈭・25㈭、11/22㈭

各18時～20時30分 市民会館 筆記
用具 3,000円 電話で実践話し方研究
会・田中☎090－4374－3931へ
◆童謡・声楽発表会
9/29㈯15時～16時30分 森のホー

ル21 オペラ歌手・江口二
つぐ

美
み

氏 先着
70人 電話でサロンひぐらし・萩原☎
090－9366－2618へ
◆平和の学校
9/29㈯10時～15時 二十世紀が丘

市民センター 800円（中学生以下無料）
当日会場で 同学校実行委員会・竹峰

☎367－7940
●松戸声楽勉強会30周年記念演奏会
9/29㈯13時30分～16時30分 森の

ホール21 同会・五味☎080－3426－
7597（夜間のみ）
●体育祭市民ボウリング大会
9/30㈰10時から ときわ平ボウリン

グセンター（新京成常盤平駅下車） 市内
在住の小学生以上、同協会会員 先着
84人 2,500円（高校生以下2,000円）
9/14㈮までに費用を添えて市内各ボウ

リング場へ 松戸市ボウリング協会・上
田☎090－3207－4623
●松戸市長杯カヌー競技大会
9/30㈰9時～14時 坂川放水路（け

やき通橋付近） 約150mのスラローム
コース 小学4年生以上の経験者 先着
80人 1,000円（中学生以下500円、市
外在住者2,000円） 9/15㈯までにFAX
で松戸市カヌー協会・岡村 ☎389－
2217へ
◆0歳からのファミリーコンサート
9/30㈰10時30分～11時15分、13時

30分～14時15分 すまいる（市民交流会
館） 各先着100人 各1,000円（小学生
以下無料） 電話で二期会BLOCポケッ
トオペラ・水守☎090－7660－5863へ
◆やわら木苑大バザー（バザーへの出品
物も募集）
9/30㈰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
◆車椅子レクダンスインストラクター養
成講座
10/6㈯13時～17時 ふれあい22

先着10人 3,000円 電話でNPO日本
車椅子レクダンス協会松戸支部・斎藤☎
365－8701へ
◆松戸混声合唱団定期演奏会
10/8㈷14時から 森のホール21

先着5組10人 電話で同合唱団・松山☎
369－5737へ

●稔台スクエアダンスサークルⅰ
アイ

㈭14時30分～16時30分 稔台市
民センター 月1,000円 石井☎364
－4739
●松戸いずみペン習字サークル
第2・4㈬13時～15時 市民会館

月2,000円 1,000円 神﨑☎360－
6629
●ヒマワリ会ダンスサークル（社交ダン
ス　ラテン・モダン）
㈪15時～17時 馬橋東市民セン

ター 多少経験がある人 月3,000円
500円　 江

え

種
ぐさ

☎341－1250
●松戸囲碁サークル
㈮17時～21時 市民会館 初心者

ではない人 月1,000円 小沢☎360
－1666（昼間のみ）
●リズム体操クラブ（ストレッチ等）
㈬11時～12時30分 常盤平市民セ

ンター 女性 月2,000円 1,000円
南☎385－0596

●健やかクラブ（健康体操）
㈬13時～15時 運動公園小体育

室 60歳以上 月1,500円 北川☎
360－3422
●松戸グリーンクラブ（ソフトテニス）
㈰7時～9時 栗ケ沢公園庭球場

年15,000円 1,000円 木村☎070
－2150－9671

11

●広報まつど　2018年（平成 30年）9月1日

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

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）  ※記載がないものは無料　 …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）
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　未経験者から経験者まで、大人のスポーツ「ダーツ」を楽しみ、素
す

敵
て き

な出逢
あ

いに結び付け
ませんか。

10月14日㈰13時～17時　会場松戸駅周辺の公共施設
服装テーマ秋（ワンポイントや小物可）　対象28歳から45歳までの独身で、
市内在住・在勤または将来松戸市に転入予定の人　※受付時に身分証明書等
を確認します。　定員男女各21人（抽選）　費用男性3,000円、女性2,600円

9月17日㈷までに、電子申請サービスまたはEメールで件名「ダーツ婚」、本文に住所・
氏名（ふりがな）・性別・生年月日・年齢・昼間連絡可能な電話番号を記入して

mckozas@city.matsudo.chiba.jpへ　※会場等の詳細を送りますの
で、上記アドレスからのメールを受信できるように設定してください。　※本
人からの申し込みに限ります。
問青少年会館☎344－8556

9月23日㈷・24日㉁各11時～20時〔荒天中止〕　会場松戸中央公園

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、市はド
ミニカ共和国とルーマニアのホストタウンに登録されています。
　ドミニカ共和国とルーマニアの文化や言語等を紹介します。

XP18公式
ホームページ

大人も子どもも！
ストリートカルチャーを体験 XP18

2018ダーツ婚
～秋は短し射止めよ恋も！～

ドミニカ共和国×松戸市×ルーマニア

ホストタウン通信

青年講座
縁結びサポート事業

特産物
ドミニカ共和国
　コーヒーが特産。香り高
く、良質でまろやかな味わ
いが特徴です。同国の人は、
砂糖をたっぷり入れた甘い
エスプレッソを飲みます。

ルーマニア
　ワイン生産国であり、自
国消費量も多く、食卓にワ
インが欠かせません。 高
貴で甘いのが特徴の白ワ
イン「グラサ・デ・コトナリ」
が人気です。

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081
   （公財）松戸市国際交流協会☎366－7310

ワンポイント会話 「ようこそ松戸市へ」

9月9日㈰ 13時～17時
〔雨天の場合は、小金北中学校体育館で実施〕

会場 幸田第二公園前あんず通り
問幸田よさこい実行委員会・佐藤☎090－1059－9066

幸田よさこい

告白タイムあり！ 要申込

　スケートボードやトランポリンなどのワークショップ、B
ビー

M
エム

X
エックス

パフォーマンス、ダンスコンテスト、音
楽ライブなど、 松戸でストリートカル
チャーを感じることができる2日間です。

ヒップホップライブ
出演者A

ア フ ラ

FRA、D
ダ ボ

ABO、J
ジェイ

B
ビー

M
エ ム

、K
ケ イ タ

EITA、
K
ケー

 D
ダ ブ

UB S
シ ャ イ ン

HINE、L
ル ナ

UNA、大〈オロチ〉蛇、
P
プ シ ン

USHIM、輪
わ

入
にゅう

道
ど う

、雄
ゆ う

猿
え ん

他
イベント

ダンスコンテスト、BMXパフォーマンス
（佐々木元

も と

）、フリースタイルバトルなど
お子さん向け体験ワークショップ

スケートボード、トランポリン、オリジナルTシャツづくりなど
フードブース

キッチンカーをはじめ、おいしいフードを満喫
問	XP実行委員会実行委員長・大橋☎090－4700－1277
 文化観光国際課☎366－7327

みんなで体験
しよう！！

乱舞には飛び入り参加もできます！

スペイン語　B
ビ エ ン ベ ニ ド ス

ienvenidos a
ア

 l
ラ

a c
シ ウ ダ ッ

iudad d
デ

e M
マ ツ ド

atsudo 
※ドミニカ共和国の公用語は、スペイン語です。

ルーマニア語　B
ビ ネ

ine a
アッチィ

ti v
ヴェニットゥ

enit i
ゥン

n o
オラシュル

rasul M
マ ツ ド

atsudo

元気いっぱいのよさこいチーム
12チームが参加します！

EXPERIENCE STREET 
CULTURE 2018

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9月生
ニコニコと人懐っこく、好奇心旺盛なあ
んなちゃん。これからも色々なチャレン
ジをして大きく羽ばたいていこうね♪

平成29年12月生
おっとり穏やかゆうくん。おしゃ
べりや笑顔に毎日癒

いや

されていま
す。日々の成長が楽しみです。

平成28年11月生
パパに抱っこされて、ご機嫌な
幹くん。また、ディズニーランド
行こうね！

友ゆ
う

輝き

ち
ゃ
ん

晏あ
ん

奈な

ち
ゃ
ん

幹
か ん

ちゃん

電子申請サービス

　松戸市出身で、リオデジャネイロパラリンピック銅メ
ダリストの羽

は

賀
が

理
ま さ

之
ゆ き

さんが、8月にオーストラリアで行
われたウィルチェアー（車いす）ラグビー世界選手権に
日本代表として出場し、見事世界一に輝きました。2年
後の東京パラリンピックにも出場し、活躍することを大
いに期待しています。
　さて、9月1日は「防災の日」です。あらためて日頃か
ら災害時にとるべき避難行動や避難場所、情報収集の
方法を確認するなど、皆さん一人一人が災害に備える
ようお願いします。
　市では、6月の大阪北部地震で危険性が指摘された
ブロック塀について、他市に先駆けて通学路の安全点
検を実施しました。さらに市が管理する全ての公共施
設の安全点検を実施したところ、倒壊の危険性が高い
ブロック塀等は、学校施設で8校、その他の施設で40
施設ありました。順次、解体撤去、フェンス等の改修な
どの安全対策を行っていきます。また、通学路に面し
て設置されている危険ブロック塀等の所有者に対し、
改善をするようお願いしていきます。この他、危険コン
クリートブロック塀等の除却費用の一部を補助する制
度を設けました。地震発生時に危険ブロック塀の倒壊
による被害を防ぐため、ぜひご利用ください。
　9月1日㈯から、無料コミュニケーションアプリL

ラ イ ン

INE
を活用した「まつどD

で

E子育てLINE」をスタートします。
妊婦の方や3歳未満の乳幼児の保護者が、安心して子
どもを産み育てられるように、おなかの赤ちゃんやお
子さんの成長・発達に合わせて、健康や子育てに関す
る情報を配信します。インターネットに接続された環境
であればスマートフォンや携帯電話等から無料で登録
できます。ぜひご活用ください。
　松戸駅西口・新松戸駅前の指定喫煙所の灰皿を撤去
して1カ月が経過しました。喫煙所を利用する方のマ
ナーや受動喫煙に関する苦情が多くあったことから、
受動喫煙対策を優先し、撤去に踏み切りました。松戸
をきれいで住みやすい街とするため、皆さんご協力く
ださい。

災害に対する日頃の備えを

人口と世帯（平成30年8月1日現在） 〔　　〕内は前月比

※平成27年国勢調査の確定値を基準として、集計した常住人口です。

人口 490,559 人 〔 117 〕 男 243,676 人〔 7〕
世帯 225,805 世帯 〔 124 〕 女 246,883 人〔 110〕

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

2018.9.1
（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）。

松戸市長   本
ほん

郷
ごう

谷
や

 健
けん

次
じ

088




