
 松戸まつり
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祝　松戸市制施行75周年

　秋の恒例行事「松戸まつり」を今年も松戸駅周辺地域で開催します。
松戸を代表する歴史あるお祭りに、ぜひお出掛けください。
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※時間・会場については、
　変更する場合があります。 

※当日はバス・タクシー乗り
　場が変更になります。 
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（歩行者天国区域）

車両進入時間規制区域
（10月6日㈯9時30分～13時）
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会場案内・交通規制図  交通規制：9時30分～17時30分
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10月7日㈰10時～17時
会場❽西口デッキ下
※募金をした人には風船をプレ
ゼント（なくなり次第終了）。
問	県共同募金会松戸市支会
　（地域福祉課内）☎366－3019

赤い羽根共同募金に
ご協力ください

千葉県共同募金
会オリジナルマ
スコットキャラク
ター「びわぴよ」

オープニングセレモニー

バザール

10月6日㈯10時～10時30分
会場❶イベント広場
内容市消防音楽隊の演奏、主催者あいさつ、
テープカット等

10月6日㈯・7日㈰各10時～17時
会場❿松戸中央公園
内容市民・市内事業所・市内団体の屋台、
ステージイベント

日程 催し物 開催時間 会場

両
日
開
催

ちびっこイベント 10:00～17:00 ❹
グルメ屋台カー（7日㈰は10:00から） 12:00～17:00 ❺
消費生活展〔スタンプラリー実施会場（❽でも実施）〕 10:00～17:00 ❻
小・中学生観光絵画展（7日㈰は16:00まで） 10:00～18:00 ❻
まつどマルシェ（地場野菜・梨の即売会） 10:00～17:00 ❽
東口フェスタ（ステージイベント・出店など） 10:00～17:00 ❾
MATSUDO STREET DANCE EVENT「MOVE UP!」 10:00～17:00 ❿

10/6
㈯

サンバパレード 13:35～14:05 ❶
電話de詐欺防止キャンペーン、移動交番、警察の仕事紹介コーナー 13:00～15:00 ❼
東口オープニングセレモニー 11:00～11:15 ❾

10/7
㈰

まつどパンまつり～再発見　松戸の魅力「パン香る街まつど」～ 11:00～16:00 ❶
阿波踊り 15:10～16:00 ❶
陸上自衛隊松戸駐屯地イベント（変身コーナー） 10:00～16:00 ❼
クラシックカーショー 14:00～15:00 ❽
素人のど自慢決勝大会 11:50～14:55 ❾

未来にはばたけ！やさシティ、まつど。

10月6日㈯・7日㈰ 各10時～17時 
会場松戸駅周辺地域〔雨天決行　※中止になるイベントもあります〕

問同まつり実行委員会（松戸商工会議所）☎364－3111、 365－0150

音楽パレード
10月6日㈯10時30分～12時
会場❶イベント広場～❺伊勢丹通り
～❾東口デッキ下～市役所　
参加団体市消防音楽隊、市内小学校

全国ふるさと観光物産展
10月6日㈯・7日㈰
各10時～17時
会場❽西口デッキ下
内容全国各地の名産品を販売
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●幼稚園入園案内が始まります
●図柄入り「松戸ナンバー」デザイン人気投票
●科学と芸術の丘2018
●ゆうまつどフェスタ2018
●企画展「忘れられた維新 静かな明治」



医療
的ケア

児・慢性疾病児と家族を応援！

10月15日㈪～21日㈰は行政相談週間

　平成30年7月5日に実施
した監査結果の概要を公表
します。

平成30年8月22日
松戸市監査委員　伊藤智清
　　　同 三好徹
　　　同 石井勇
　　　同 鈴木大介

　身近な環境問題の現状と課題を紹介します。　※環境白書は、環境保全課・行政資料センター・図書館・市ホームページで閲覧できます。
大気汚染
　主に工場などから排出されるばい煙や自動車の排出ガス等によって引き起
こされます。　※ごみの焼却は法律により禁止されています。
環境基準光化学オキシダント（光化学スモッグの指標物質）を除き、基準を達成

水質汚濁
　本市のような都市型河川の汚れは、家庭からの生活排水の影響が大きい傾向
にありますが、市内の公共下水道の整備が進んだ結果、減少してきています。
環境基準坂川・新坂川・国分川のBOD（汚濁の指標）は全て達成
※10月1日は「浄化槽の日」です。浄化槽の管理を適正に行いましょう。

地下水・土壌汚染
環境基準和名ケ谷・稔台・松飛台・紙敷・六実・二十世紀が丘・栗ケ沢・松戸
地区で、有機塩素化合物による地下水汚染が確認されています　※汚染地区
内で井戸を利用している場合は、水道への転換をお願いします。また、井戸水
を飲用する場合は定期的に水質検査を実施してください。

騒音・振動
　騒音に関する苦情は69件（うち工事業関連＝22件、家庭生活関連=17件）
ありました。法・条例による規制を受けない騒音については、改善要請を行っ
ています。一般家庭の間で生じる生活騒音については、当事者間の話し合い
で解決するようお願いしています。
環境基準主要道路12地点で実施し、昼間は10地点、夜間は7地点で達成。道路
交通振動は要請限度（環境省令で定める限度）を4地点全てで達成

市が行っている啓発活動
●冬季の自動車の使用自粛などの大気汚染防止対策
●家庭でできる生活排水対策
●犬・猫のふん迷惑防止看板の配布、地域猫活動の推進
●環境に関するパートナー講座（出前）の開催

環境衛生
●空き地雑草が繁茂し、周囲の生活環境を悪化させている空き地の所有
者などに対し、市が指導を行っています（草刈り機の無償貸し出しや草
刈り業者を紹介）
●ユスリカ下水溝や道路側溝などから発生するユスリカは、状況に応じ
て市が駆除を行っています
●狂犬病予防対策飼い犬の登録や集合注射などを行っています
●飼い主のいない猫不妊・去勢手術費用の一部助成を行っています

地球温暖化対策
　市では、平成32年度までに平成17年度比で11%の温室効果ガス排出
量削減を目標にしています。温室効果ガス排出量の削減には、市民・事
業者・市が一体となった取り組みが必要です。

みどり
　市内に残る貴重な緑地、特に樹林地をできるだけ残すため、保全樹林
地区等の指定を行っています。また、里やまボランティアにより樹林地
の管理活動を支援しています。

　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30年度現在、社会福祉法人およびNPOが45カ所の同クラ
ブを運営し、市内の全ての公立小学校区に設置されています。
※就学時健康診断時に、同クラブについても説明します。
休業日日曜、祝日、年末年始　月額利用料9,000円（準要保護世
帯は4,000円、生活保護世帯は無料）
12月3日㈪～28日㈮に、直接各クラブへ（平日13時～18時）
問子育て支援課☎366－7347

工事監査
●監査対象工事
　松戸市中央消防署建設工事
●監査の結果
　設計、施工等監査対象事項に係る監
査の結果は、おおむね適正に執行され
ているものと認められた。　※監査結
果の全文は、行政資料センター、図書
館本館および市ホームページで閲覧
できます。

　行政相談委員は市民の皆さんの身近な相談窓口です。国や独立行政法人な
どの仕事に対する意見・要望や、福祉・道路・役所に対する困り事などを受け
付け、行政機関との橋渡しをしています。　※秘密は厳守されます。
行政相談委員が相談を受け付けます特設行政相談
日時10月①6日㈯10時～15時②19日㈮10時～12時　会場①松戸駅西口デッ
キ上（松戸まつり会場内）②市役所本館2階相談コーナー、新松戸市民センター

を公表します

住みやすい街　松戸を目指して～私たちの街の環境レポート～

平成31年度平成31年度放課後児童クラブ放課後児童クラブ
新規利用のご案内新規利用のご案内

国や独立行政法人などの仕事に対する
意見・要望は行政相談委員へ

問監査委員事務局☎366－7385

平成30年版「環境の現状と対策（環境白書）」を発行しました

問広報広聴課広聴担当室☎366－1162

　町会・自治会ごとに、地域の環境美化活動
を行いましょう。
日時10月28日㈰午前中の1時間程度〔小雨
決行、雨天中止〕　清掃範囲お住まいの地
域の公園や道路などの公共スペース　清掃
方法「燃やせるごみ」「プラスチック等のご
み」「ビン・缶・金属類等の資源ごみ」「落ち葉・草・小枝」の4種類のごみ
に分別　※家庭内のごみ（テレビ・冷蔵庫等の電化製品を含む）は出さ
ないでください。

問環境業務課指導係☎366－7333

監査結果

10月28日㈰13時30分～16時
会場県立松戸特別支援学校　内容
プラネタリウム、胃ろうのレシピ、
あそびの広場他　費用無料　
※お問い合わせ、申し込み方法等詳細は同フェス
タホームページをご覧ください。
問中核地域生活支援センターほっとねっと・玉村
　☎309－7677、 309－7678　

こどもフェスタこどもフェスタ
inとうかつ2018inとうかつ2018
～五感で育つこどもたち～

要申込

同フェスタ
ホームページ

　市では、障がいのあるお子さんや発達が気になるお子さんが、乳幼児期から成人期までのライフ
ステージごとに一貫した支援が受けられるように、成育歴・ケアの仕方・相談内容・通院している
医療機関等を記録し整理できる「ライフサポートファイル」を作成しました。家族と支援機関（医療・
保健・福祉・教育等）がお子さんの情報を共有できるため、より良い支援につなげることができます。
ぜひご活用ください。
こんなときに活用できます
　お子さんが●相談窓口や医療機関に通い始めるとき●福祉サー
ビス事業所を利用するとき●就園・就学・就労するときなど
※詳細は市ホームページをご覧ください。
配布場所障害福祉課、ふれあい22（教育研究所五香分室内、こど
も発達センター内）、総合福祉会館（基幹相談支援センターCoCo内）
問障害福祉課☎366－7348、 366－7613　

問環境保全課☎366－7337

ライフサポートファイルをご活用ください
お子さんの成長記録を共有できる

市ホームページ

平成31年度放課後
児童クラブ新規利用

のご案内
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●広報まつど　2018年（平成 30年）10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 



希望した学校への
入学通知書を再発送

　理由を問わず、住所地の学区と隣接している学区の学校で、安全に徒歩通学できる範
囲の入学したい学校を選べます。
対象市内在住で来春小・中学校に入学する新1年生　手続き11月末ごろに届く入学通知
書を、11月30日㈮～12月6日㈭（土・日曜を除く）に、直接市教育委員会6階会議室に持
参、または12月4日㈫〔消印有効〕までに郵送で〒271－8588松戸市教育委員会　学務
課へ　※郵送の場合は市立小・中学校で配布する学校選択希望票を同封してください。
※詳細は10月以降に配布予定のパンフレット、または市教育委員会のホームページを
ご覧ください。希望者数が受け入れ可能数を超えた場合は公開抽選となります。

　特別な理由があって学区外の学校に就学を希望する場合は申し立てができます。
申し立ての理由①学区外に転居が決まっている②保護者の就労のため、親戚に預けなけ
ればならない③昼間、保護者が不在のために保護者の職場に帰宅させなければならない
④病気等により住所地の学区の学校への通学が難しい⑤兄または姉と一緒に通学させ
たい　※②③は小学校に入学する児童が対象です。  手続き10月上旬から、理由を証明
する書類、印鑑、入学通知書（届いている場合）を持参し、直接学務課で

※住所地の学区の学校に入学を希望する場合は、手続きの必要はありません。
※市外から転入する新入生は、学務課にお問い合わせください。
※就学相談等は教育研究所（☎366－7600）で受け付けています。

来春新入学する小・中学校が選べます
学校選択制

学区外就学申し立て

問学務課☎366－7457

入学通知書が届いてから入学説明会までの流れ

学区外の学校に入学を希望

来春入学予定の新1年生の家庭へ
住所地の学区の学校への入学通知書を発送（11月末ごろ）

申し立ての理由に
該当しない場合

申し立ての理由に
該当する場合

公開抽選

当選しなかった人

 入学説明会（1月中旬～2月下旬予定）

当選した人

抽選会場または市教育委員会
ホームページで結果を発表

住所地の学区の学校への
入学通知書を再発送

※日程等は入学する学校に
　直接お問い合わせください。

「学区外就学申し立て」を利用 「学校選択制」を利用

園名 所在地
保育時間

（通常・預かり保育
時間も含む）

長期休暇中の
預かり保育等

預かり保育料
助成制度

（詳細は下記）
電話番号

1 聖ミカエル幼稚園 松戸1126 8:00～18:00 8:00～18:00 － 362－0484

2 清風幼稚園 馬橋2547 ㈪㈫㈭㈮
9:00～15:00 － － 341－2469

3 矢切幼稚園 下矢切140 8:00～16:00 9:00～12:00 － 362－4586
4 常盤平幼稚園 常盤平2の21 8:20～16:00 － － 387－5724
5 東漸寺幼稚園 小金359 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 347－8001
6 ひので幼稚園 常盤平7の18の2 8:00～19:00 9:30～11:45 － 387－7578
7 みやこ幼稚園 松戸新田516 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 367－3101

8 栴
せん

檀
だん

幼稚園 認
（松戸認定子ども園） 常盤平2の31の2 7:00～19:00 7:00～19:00 － 387－0875

9 高木幼稚園 五香8の1の9 8:30～18:00 9:00～17:00 － 387－4809
10 あさひ幼稚園 五香西1の19の2 7:45～18:00 8:30～17:00 － 387－6254
11 北部幼稚園 根本190 8:00～18:00 9:30～18:00 － 367－3121
12 高塚わかば幼稚園 高塚新田144 ㈪㈫㈭㈮

8:00～16:00 － － 392－2681
13 聖徳大学附属幼稚園 岩瀬550 7:00～19:00 7:00～19:00 あり 368－6135
14 二

ふ

三
み

ヶ
が

丘
おか

幼稚園 二ツ木1692 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 341－4548
15 松戸みどり幼稚園 仲井町1の32の1 7:00～18:30 9:00～17:00 － 362－6761
16 むつみ幼稚園 六高台3の50 8:00～18:00 8:30～18:00 － 387－1706
17 さつき幼稚園 金ケ作145の1 8:30～17:00 － － 710－0181
18 大勝院幼稚園 大谷口143 7:45～17:45 8:00～17:45 あり 344－2100
19 いわさき幼稚園 西馬橋2の6の23 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 342－8706
20 松戸いずみ幼稚園 上本郷2794 8:20～17:00 － － 363－3289
21 北松戸さつき幼稚園 北松戸3の6 8:00～18:00 8:00～18:00 － 362－1748
22 八

はっ

照
しょう

幼稚園 八ケ崎1032の1 8:30～14:40 － － 341－1192

23 千駄堀栴
せん

檀
だん

幼稚園 千駄堀1865 7:00～19:00（預か
り保育は委託園で実施）

7:00～19:00
（委託園で実施） － 341－6882

24 本源寺幼稚園 大橋766 7:30～17:30 8:00～17:00 － 391－8592
25 みやおか幼稚園 小金原3の11 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 341－6563
26 聖徳大学附属第二幼稚園 小金原7の14 7:00～19:00 7:00～19:00 あり 341－6598
27 さかえ幼稚園 栄町4の252 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 361－0532
28 まるやま幼稚園 大橋372 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 330－8555
29 明和幼稚園 稔台2の35の10 7:30～19:30 7:30～19:30 あり 363－4012
30 高塚幼稚園 高塚新田295の3 7:20～18:30 7:30～18:30 あり 392－6955
31 八柱幼稚園 千駄堀1485の15 7:30～19:00 7:30～19:00 あり 385－2557

32 牧の原栴
せん

檀
だん

幼稚園 認
（東京認定こども園） 牧の原2の5 7:00～19:00 7:00～19:00 － 385－0907

33 金ケ作幼稚園 金ケ作306の66 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 385－3050
34 かきのき幼稚園 三矢小台5の13の4 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 365－5656
35 北丘幼稚園 五香7の19の1 9:40～17:30 － － 385－4335
36 新松戸幼稚園 新松戸3の256 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 344－4199
37 第二かきのき幼稚園 新松戸5の191 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 345－4722
38 専修大学松戸幼稚園 上本郷2の3621 9:00～17:30 9:00～12:00 － 365－1821
39 いわさき第二幼稚園 旭町2の300 8:45～17:00 9:00～12:00 － 346－3164
40 はなみずきこども園 認 常盤平3の25の2 8:30～17:30 8:30～17:30 － 383－8731
41 耀

かがや

きの森幼児舎 認 紙敷1080の1 8:00～18:00 8:00～18:00 － 710－0002
42 野菊野こども園 認 野菊野5 8:30～17:30 8:30～17:30 － 365－8385
43 小金西グレースこども園 認 新松戸北2の11の3 8:30～17:30 8:30～17:30 － 345－4994
44 さわらびこども園 認 栄町3の185の1 9:00～18:00 9:00～18:00 － 362－1530
45 さわらびドリームこども園 認 栄町3の185の1 9:00～18:00 9:00～18:00 － 703－3838
46 認定こども園風の丘 認 大橋300の1 9:00～17:00 9:00～17:00 － 375－8440

認認定こども園　 施設型給付を受ける幼稚園

入園手続きの流れ

手続き・
保育料等

保育料は
各園が決
定します
※助成金
(就園奨励
費）が市か
ら支給され
ます。

支給認定の手続き
　入園が決定した
ら、市に支給認定
を申請してくださ
い。保育料等は所
得に応じて市が決
定します。

入園
申し込み

希望する各園に直接申し込んでく
ださい（各園による選考があります）

　共働きなどの理由により幼稚園の預かり保育を利用した人を対象に、保育所（園）に入所し
て延長保育利用料を負担した場合とほぼ同じ額になるように、差額を月額で上限25,000円ま
で助成します。
※詳細は市ホームページまたは幼児保育課にお問い合わせください。

　募集・願書、預かり保育等
の詳細は各幼稚園にお問い合
わせください。
　松戸市私立幼稚園連合会の
ホームページもご覧ください。 同連合会

ホームページ

保育所の利用料金とほぼ同額に！

松戸市独自の「私立幼稚園預かり
保育料助成制度」をご活用ください

住
所
地
の
学
区
の
学
校
に
入
学
を
希
望

願書配布10月15日㈪から
願書・入園受け付け11月1日㈭から

 問幼児保育課☎366－7351

幼稚園
入園案内
 が始まります

平成31年度

預かり保育とは？幼稚園の通常保育
時間以外に別料金を支払い利用する
制度です。
※通常の保育時間はおおむね9時か
ら14時まで（園によって異なります）。

希望者数≦受入可能数　　希望者数＞受入可能数

園を選択 幼稚園

認定こども園（幼稚
園部分）と施設型給
付を受ける幼稚園
※表の 認と の園
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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



11月6日㈫10時～12時　会場ゆうまつど　内容自身のブラン
ド構築を明確化する方法を学ぶ　講師起業家・井

い

代
し ろ

陽子氏他　
対象起業しているまたは起業を考えている女性　定員先着20
人　費用無料　※一時預かりあり（6カ月～小学2
年生、先着8人、要申込）。
電話・FAXまたは申し込みフォームに住所・氏

名・電話番号・一時預かり希望の有無を記入して、
男女共同参画課☎364－8778、 364－7888へ

  市民活動トークライブ
　～“孤

こ

育て”を防ぐ。安心を言葉にのせて－妊娠期からの切れ目ない子育て
　支援を考える－～
10月9日㈫10時30分～12時　講師NPOきずなメール・プロジェクト・増
田ふみこ氏　定員先着15人
  松戸の暮らしを手づくりで面白くしよう！
  ～12月2日㈰開催のまつどみらい会議2018出展団体募集～
　出店を希望する団体は以下の説明会にご参加ください。
説明会 10月25日㈭19時～20時30分　対象地域で新しい取り組みを始めた
い団体　定員先着20団体
  法人運営ノウハウシリーズ
  ～会計・事務担当者必聴！まずここで聞いてみよう！労務税務の話～
10月27日㈯14時～16時　講師税理士・三

み

添
そ え

聡
さとし

氏他　対象団体の会計・事
務担当者、これから団体を立ち上げる人他　定員先着15人
  人とチームのつなげ方がイチから分かる！オンラインコミュニティ塾
  〔全4回〕
11月10日㈯、12月15日㈯、1月19日㈯、2月9日㈯各13時30分～15時30
分（2月9日㈯は16時30分まで）　講師NPO CRファクトリー代表理事・呉

ご

哲
て つ

煥
あ き

氏　対象地域に関わる活動に取り組んでいる団体　定員先着10団体（1
団体につき複数人参加可）

共通 会場まつど市民活動サポートセンター　費用無料
電話またはEメールで同センター☎365－5522、 hai_saposen@

matsudo-sc.comへ

10月21日㈰10時から
会場ゆうまつど　
※各事業の内容や審査時間など
の詳細は、市ホームページをご
覧ください。
 直接会場で
問市民自治課
　☎366－7062

協働事業提案制度って
　市民活動団体・事業者・
市の担当所属が、さまざ
まな地域課題の解決のため、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ための新たな
活動の立ち上げや、既存の事業をさ
らに発展させるための制度です。

10月24日㈬13時～16時（12時30分から受け付け）　会場松戸
商工会議所5階　参加事業所24社（予定）　対象大学等を平成
31年3月に卒業予定の人および卒業後おおむね
3年以内の人　費用無料
問松戸公共職業安定所新卒応援ハローワーク
　☎367－8609（部門コード48#）

10月27日㈯13時30分～15時30分（13
時から受け付け）　会場さわらびこども園
（栄町3の185の1）　講師道

ど う

灌
か ん

山
や ま

学園保育
福祉専門学校保育部長・阿部恵

めぐむ

氏　対象
市内在住・在勤の保育士・元保育士・保育
士を目指す中学生以上・子育て中の人他
定員先着200人　費用無料
電話で同園☎362－1530へ

　市と協定を結び、高齢者の見守りや雇用促進等を推進する
㈱セブン-イレブン・ジャパンが、同店で行う
レジ接客などの仕事説明会を開催します。
日時10月①11日㈭②18日㈭各10時～11時
30分　会場①常盤平老人福祉センター②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
電話で高齢者支援課☎366－7346へ

NPO・市民活動よろず相談室　普段の会議に使えるファシリテーションのコツ
10月17日㈬10時～12時30分　会場新松戸市民活動支援コーナー　講師
まつど市民活動サポートセンター長　定員先着15人　費用無料
電話またはEメールで同センター☎365－5522、 hai_saposen@

matsudo-sc.comへ

起業サポートカレッジ
想いを形に！強みを活かしファンを
作るコツとは？ 要申込

まつど市民活動サポートセンターの催し 要申込

平成31年度実施分協働事業および市民活動助成
事業の公開プレゼンテーション審査を開催

地元の魅力発見　
新規大卒者等合同企業就職面接会

新松戸市民活動支援コーナーの催し 要申込

パネルシアターの技術を磨く！ 要申込

㈱セブン-イレブン・ジャパン
シニアお仕事説明会 要申込

市民活動をサポートします 働きたいを応援します

潜在保育士掘り起こしセミナー

10月31日㈬14時～15時30分（13時30分開場）　会場市民会館　講師松戸市
虐待防止ネットワーク会長・和田忠志氏　定員先着100人　費用無料
電話またはFAXで明第1高齢者いきいき安心センター☎700－5881、 700

－5567へ

　1日最大2時間程度の時間を活用して、家事等の手伝い・話し相手・受診の付
き添いなど、高齢者の自立を応援する担い手になるための基本研修会を開催し
ます。　※担い手になるためには研修後にサービス実施団体に所属し、実務研
修を受ける必要があります。
日時10月19日㈮13時30分～16時　会場市役所議会棟3階特別委員会室
対象市内在住で高齢者の生活支援に関心がある人　定員先着40人　費用無料
電話で介護保険課☎366－7370へ

10月18日㈭14時～17時　会場小金原地域包括支援センター　
対象小金原地域近隣に住む、認知症家族を介護している人また
はしていた人　定員先着10人　費用無料
 電話で小金原高齢者いきいき安心センター☎383－3111へ

①10月21日㈰、11月4日㈰②11月10日㈯・17日㈯各9時～17
時　会場①パレット柏（柏駅下車）②松戸商工会議所　対象東葛
6市（松戸市・柏市・流山市・我孫子市・野田市・鎌ケ谷市）在住・
在勤の20歳以上　定員先着25人　費用6,000円
 10月15日㈪までに、FAXに講座名「市民後見人養成講座」・住所・
氏名・電話番号・Eメールアドレス（ある人のみ）を記入して、認定
NPO東葛市民後見人の会柏支部・加藤 04－7174－1745へ
問同NPO松戸支部・堀井☎344－1834

高齢者虐待防止市民向け講演会「みんなで学ぼう高齢者虐待」
～松戸市の高齢者虐待への取り組みについて～ 要申込

高齢者の自立を応援したい！
「訪問型元気応援サービス」の担い手募集 要申込

介護者のつどい 要申込

成年後見制度を学び超高齢社会に備えましょう
「市民後見人養成講座」〔全4回〕要申込

高齢者をサポートします

市ホームページ

申し込み
フォーム

阿部恵氏

夢のキャンバス
まつど
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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

10/25㈭9時から10時ごろまで、消防
訓練のため市役所駐車場の一部が利用
できません
財産活用課☎366－7316

ボイラー整備点検のため、10/15㈪か
ら11/2㈮まで、矢切老人福祉センター
のお風呂は使用できません
同センター☎368－1508

特別養護老人ホーム「アウル大金平」を
開設します
開設予定日 H31/3/1㈮ 所在地 大金平3の
157の1 在宅での介護が困難な要介
護3から5の認定を受けている人および
特例入所要件に該当する要介護1・2の
認定を受けた人 100人（ユニット型69
人、従来型31人）併設ショートステイ（ユ
ニット型10人） サービス内容・入所申
し込みについて特別養護老人ホームアウ
ル大金平開設準備室☎382－6011（平
日9時～17時30分）、介護保険制度につ
いて介護保険課☎366－7370

10/1㈪～7㈰は全国労働衛生週間
スローガンこころとからだの健康づくり 
みんなで進める働き方改革 商工振興
課☎711－6377

10/15㈪～21㈰は違反建築防止週間
　期間中、市内全域で「一斉公開建築パ
トロール」を実施します。違反建築をなく
し、住みよい街づくりにご協力ください
建築指導課指導班☎366－7368

松戸市の平成29年度赤い羽根共同募金
の実績は、25,881,274円でした
　皆さんからお預かりした募金は、市内
の福祉活動や福祉施設など幅広く活用し
ます 千葉県共同募金会松戸市支会（地
域福祉課内）☎366－3019

文化ホールの使用受け付け
10/10㈬10時30分から 同ホール

使用期間 平成31年1月～3月 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

保健師の非常勤職員（育休代替職員）募集
勤務日時平日週2～4日8時30分～16時
30分　※応相談 勤務先中央・常盤平各
保健福祉センター 業務内容 育児相談、家
庭訪問、幼児健診等 市内医療機関に
勤務していない保健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

生け垣の新設または改修費用の一部を
助成します
助成額上限10万円で、以下のどちらか低
い金額●生け垣の設置費および既存構
造物の撤去費、既存生け垣の改修費の2
分の1●生け垣の延長（ｍ）×10,000円
※助成要件等の詳細はお問い合わせく
ださい。また、助成金交付は次年度以降
になる場合があります 電話で（公財）松
戸みどりと花の基金☎710－2851へ

ご存じですか？労働委員会～雇用のト
ラブル まず相談～
　県労働委員会では、労働関係のトラブ
ルについて円満な解決を目指す「個別的
労使紛争のあっせん」を行っています。
あっせんは無料で、労働者・使用者どち
らからでも申請できます 同委員会事
務局☎043－223－3735

2019年版県民手帳を販売しています
価格 500円（税込み、別途振り込み手数
料・送料）サイズ 縦14.5㎝×横8.5㎝
千葉県統計協会☎043－223－2217

10月の松戸競輪開催日程
本場開催 10/4㈭～6㈯＝千 葉（FⅡ）、
10/13㈯～16㈫＝千葉記念（GⅢ）、
10/28㈰～30㈫＝（FⅠナイター・ガー
ルズケイリン）場外開催 10/5㈮～8㈷
＝前橋（GⅠ・寛仁親王牌）、10/18㈭～
21㈰＝熊本記念（GⅢ）、10/27㈯～30
㈫＝豊橋記念（GⅢ） 公営競技事務所
☎362－2181

講座・講演・催し

うたのおもちゃばこ
10/4㈭11時～11時30分 ふれあい

22 歌手・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

生産緑地法等の改正に関する説明会
①10/6㈯②10/7㈰③10/13㈯④

10/14㈰各10時～11時、13時～14時
JAとうかつ中央①松戸南支店②五香

六実支店③本店④小金支店 生産緑地
所有者 先着①～③各100人④150人
（定員に達した場合は調整）　※公共交
通機関でお越しください みどりと花の
課☎366－7378

中級英語講座「異文化コミュニケーショ
ン～文化や習慣、考え方の違いを理解し
よう」〔全3回〕
10/13㈯・20㈯・27㈯各14時30分～

16時 文化ホール内国際友好ルーム
聖徳大学教授・P

ピ ー タ ー

eter V
ヴ ィ ン セ ン ト

incent氏 英検
2級程度　※講座は全て英語で実施 先
着20人 筆記用具 4,000円〔（公財）
松戸市国際交流協会会員は3,000円〕
電話で同協会☎366－7310へ

防火・防災フェスティバル
10/8㈷10時～15時 千葉県西部防

災センター 救助工作車・消防車展示、
はしご車乗車体験他 同センター☎331
－5511

ふれあい教室「朗読をきくかい」
10/10㈬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 障害者手帳を持つ人
等 障害者福祉センター☎383－7111

不動産鑑定士による無料相談会
10/11㈭10時～16時 市役所1階連

絡通路 相続・借地権等不動産の評価に
関する相談 （公社）千葉県不動産鑑定士
協会☎043－222－5795

古民家「旧齋藤邸」を描こう！
10/12㈮・18㈭、11/16㈮・30㈮各

10時30分旧齋藤邸集合、終了後各自解散
（最長は15時まで）　※初心者は学習支
援専門員のサポートあり 各先着15人
※複数日参加可 描画材料一式 電話
で社会教育課社会教育班☎366－7462へ

小金原老人福祉センタークラブ展覧会
「瑞

ず い

墨
ぼ く

会
か い

書道展」
10/13㈯9時30分～17時、10/14㈰

9時30分～16時 小金原市民センター
同老人福祉センター☎344－8270

住宅リフォーム①相談②市民講座
10/13㈯①10時～13時、14時～16

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

「犯罪ゼロ」を目指し、ひったくり防止自
転車かごカバーや自転車盗・空き巣対策
グッズを配布
　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 10/15㈪10時～10時30分
新松戸第1公園（新松戸1の327） 先着
100人 市民安全課☎366－7285

五香市民センター「そば打ち教室」
10/16㈫10時～13時30分 同セン

ター 先着10人 2,000円 電話で同
センター☎386－8300へ

シティー・ミニコンサート～ヴィオラとピ
アノで奏でる秋のうた～
10/17㈬12時15分～12時45分（11

時30分開場） 市議会議場曲目赤とん
ぼ（山田耕筰）、月の光（ドビュッシー）他
演奏者中山綾（ヴィオラ）、原澤清

さや

香
か

（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）

（公社）松戸市シルバー人材センターの
臨時入会説明会
10/18㈭10時から 市民会館 市内

在住で健康で軽易な就業を希望する60歳
以上 同センター☎330－5005

年齢や障がいの有無にかかわらず、楽し
みながら交流を深める場「ふれあい広
場」に遊びに来ませんか
●小金地区 10/21㈰ 小金小学校
同地区社協☎343－8690●大根掘りとふ
れあい広場 11/3㈷ 七右衛門新田歩
行者天国 電話で馬橋西地区社協☎342
－9692へ●馬橋地区 11/11㈰ 第三
中学校 同地区社協☎346－2758●五
香松飛台地区 11/25㈰ 第四中学校
同地区社協☎386－3411●東部地区
11/25㈰ 第五中学校 同地区社協

☎391－6581●さわやか広場ときわ平
12/2㈰ 常盤平市民センター 常盤平
地区社協☎387－2723●福祉フェア小金
原 12/2㈰ 小金原体育館他 小金原
地区社協☎348－7115●本庁地区音楽
祭 12/8㈯ 市民会館 同地区社協☎
368－0547

マンション管理①個別相談会②セミナー・
交流会
10/21㈰①10時～12時②13時30分

～16時20分 市民劇場 管理組合、居
住者等 ①先着8組 電話で千葉県マ
ンション管理士会事務局☎043－244－
9091（平日10時～17時）へ

古民家「旧齋藤邸」造形講座～鳥獣戯画
の模写に挑戦しよう！
10/25㈭10時30分旧齋藤邸集合、15

時解散 日本画家・泉晴
せい

行
こう

氏 先着15
人 昼食、飲み物、虫よけスプレー
10/18㈭までに、電話で社会教育課☎
366－7462へ

無料調停相談会（離婚・遺産相続等）
10/27㈯10時～15時 市民会館　

※現在裁判中・調停中の事件は相談不可
当日会場で 千葉地方・家庭裁判所松

戸支部庶務課☎368－5141

二十世紀が丘市民センター「わになるコ
ンサート」
10/27㈯11時～12時30分 同セン

ター 先着100人 500円（前売り400
円）　※お茶付き 電話で同センター☎
392－7021へ

DV・児童虐待予防セミナー「幸せ夫婦
リメイク講座～不幸予防はじめません
か？～」
11/7㈬11時～12時 Q

き ぼ ー る

iball （千葉
市） 255人（抽選） 靴を入れる袋・ス
リッパ 10/31㈬までに、Eメール（件
名は「予防セミナー」）またはFAXに住
所・氏名・電話番号・Eメールアドレス・性
別・手話通訳希望の有無（手話通訳希望
の場合は10/24㈬までに要申込）・セミ
ナーを知ったきっかけを記入して、県総
合企画部男女共同参画課DV対策班
kyodo3@mz.pref.chiba.lg.jp、 043
－222－0904（☎043－223－2376）へ

後期ビジネス・キャリア検定試験
試験日 2/17㈰ 試験分野人事・人材開発・
労務管理、経理・財務管理等 受付期間
10/9㈫～12/14㈮ 同検定試験運営事
務局☎03－3233－6810

会 議

教育委員会会議
10/4㈭14時から 京葉ガスF松戸ビ

ル5階会議室（傍聴は13時30分から受け
付け） 教育企画課☎366－7455

環境審議会
10/11㈭14時から 市役所新館5階市

民サロン傍聴定員 先着5人（13時50分ま
で受け付け） 環境政策課☎366－7089

みんなが元気になる公共交通の検討会
議（松戸市地域公共交通会議）
10/12㈮10時から 市役所新館7階

大会議室 傍聴定員 先着10人（9時30分～
9時50分の間に受け付け） 交通政策課
☎704－3996

少年センター運営協議会
10/30㈫14時から 市民会館

傍聴定員先着5人 子どもわかもの課少
年センター☎366－7464

対象新聞を購読していない市内在住の世帯
電話またはFAX、Eメールに住所・氏名・電話番号

を記入して広報広聴課☎366－7320、 362－
6162、 mckouhou@city.matsudo.chiba.jpへ
※広報まつどはスマートフォン・タブレット用アプリ
「マチイロ」でも配信しています。アプリは無料でダ
ウンロードできます。詳細は市ホームページをご覧
ください。

新聞を購読していない世帯に広報まつどを無料で宅配します
このQRコードを読むと、
申し込みメールの作成画
面が表示されます

マチイロの詳細
はこちら

宅配の申し込み
はこちら
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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



JR
常
磐
線

坂
川

松
戸
駅

松
戸
駅

総合案内
ワークショップ
総合案内
ワークショップ

投影・ワークショップ投影・ワークショップ

オープンスタジオオープンスタジオ

展示・トーク展示・トーク

松戸観光案内所松戸観光案内所

松雲亭
戸定が丘歴史公園

松雲亭
戸定が丘歴史公園

展示・投影・トーク・カフェ展示・投影・トーク・カフェ

IT体験・映像投影IT体験・映像投影

北松戸▲

松戸神社

市民会館
（プラネタリウム）

PARADAISE AIRPARADAISE AIR
松戸駅西口デッキ松戸駅西口デッキ

文化ホール内
松戸フューチャーセンター
文化ホール内
松戸フューチャーセンター

戸定邸戸定邸

千葉大学
園芸学部
千葉大学
園芸学部

金町▼

松戸探検隊
ひみつ堂

投影・ワークショップ

オープンスタジオ

デザイン案の候補はこちらの8作品！

図柄入り「松戸ナンバー」デザイン人気投票を行います
　ナンバープレートのデザイン案を全国から公募し、応募作品221点の中から選考委員会で
候補作品8点を選定しました。
　この8点の中から、国に提案するデザイン案（1点）が決まります。ぜひご投票ください！

松戸ナンバーって？2020年度からの導入が決
まった自動車のご当地ナンバーです。有料で背景に
図柄のある「図柄入りナンバー」を選択できます。

投票期間10月31日㈬まで　投票できる人市内在住の小学生以上　
投票方法◦インターネットで =市ホームページから投票◦はがきまたはFAXで =郵便番号・住所・氏名・生年月日・投票したい1作品の番
号・寄付金の使い道として希望するもの4項目〔観光振興・バリアフリー・交通安全・街づくり〕のうちから1項目・ある場合は感想等を記入
して、〒271－8588松戸市役所　政策推進課 366－1204（☎366－7072）へ　
※投票は1人1作品まで（重複投票不可）。　※記念品の当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。　
※投票者の個人情報は、人気投票に関する事務（重複投票の確認・記念品の発送）のみに使用します。　
※人気投票の結果は、選考委員会の参考資料とするもので、国への提案デザインに最多得票作品が採用されない場合があります。

❶

❺

❷

❻

❸

❼

❹

❽

投票した人の中から抽選で300人に記念品を贈呈！

科学と芸術の丘2018
自然、科学、芸術をつなぐ初の国際フェスティバル

時代を切り開く国内外の研究者やアーティストが松戸に集結！
先端科学と芸術が融合した特別展覧会や国際的なコラボレーションを初開催します。　問文化観光国際課☎366－7327

10月20日㈯・21日㈰ 各10時～17時　会場松戸駅周辺各所　入場無料

　アーティストとクリエイター
のための、普段は入れないス
タジオを特別に公開！

　戸定が丘歴史公園と千葉
大学園芸学部をつなぐ通用
門を特別に開放します。丘のマルシェ

　戸定邸の中に
時空を刻む時計
を設置。思いを
花びらに書いて
飾ります。

　松戸にすむ、昆虫たちの動きが
音として聴こえます。

　JR東日本沿線の忘れ物傘にペイントを
して楽しみます。どなたでも参加可能！

会場P
パ ラ ダ イ ス

ARADISE A
エ ア

IR
アートが生まれる場所を

のぞいてみよう

展示・トーク

同大学同学部の研究室と学生による展示
&アルスエレクトロニカの関連イベント

展示・投影・トーク・カフェ

おいしいフード＆カフェ

総合案内・ワークショップ

会場戸定邸　入館時間9時30分〜16時30分　入館料一般250円、高校・大学生100円（中学生以下無料）
会場松雲亭

会場戸定が丘歴史公園

時を刻むインスタレーション
F
フ ラ ワ ー

lower o
オブ

f T
タ イ ム

ime

シンポジウム＆トークセッション

スーパーカミオカンデ
光電子増倍管の特別展示

虫たちが奏でるインスタレーション
B
バ グ ズ

ug’s B
ビ ー ト

eat

宇宙のアート映像
「O
オービッツ

rbits」投影

会場松戸観光案内所

（20日㈯のみ）
11時30分から、14時から
定員各先着15人

忘れ物傘ワークショップ

東京大学宇宙線研究所（ICRR）

東京大学宇宙線研究所（ICRR）

滝戸ドリタ＋佐々木有
ゆ

美
み

A
アルス

rs E
エ レ ク ト ロ ニ カ

lectronica F
フューチャーラボ

uturelab
Q
ク ア ッ ド ラ チ ュ ア

uadrature

JOBANアートライン協議会

イベントの詳細は科学と芸術の丘2018
ホームページをご覧ください。

http://science-art-matsudo.net/

通り抜けができます！大集合

千葉大庭園 エディブルウェイ

イメージ

会場千葉大学園芸学部

会場松戸駅西口デッキ

参加型

（20日㈯のみ）

（10時〜16時）

20日㈯16時30分〜17時30分　
内容アルスエレクトロニカの研究者やアーティストによるトーク

関連
イベント

Ⓒ東京大学宇宙線研究所

Ⓒ東京大学宇宙線研究所

市ホームページ

宇宙線が見える
霧箱ワークショップ

子どもも大人も楽しめる！
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日時 会場（駐車場はありません）

10/  9㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館

10/16㈫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）

10/19㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
10/24㈬10:30～11:00 E-こどもの森　ほっとるーむ新松戸
10/25㈭10:30～11:00 矢切公民館
10/26㈮10:30～11:00 常盤平市民センター
10/26㈮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〜

10月4日㈭10時～12時　会場子ども読書推進センター　内容科学
絵本・写真絵本＆大型絵本について　対象小学校で読み聞かせ活動
をしている人　定員先着50人

電話で同センター☎331－0077へ

小学校での読み聞かせ講座 要申込

10月12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

10月27日㈯10時～12時　会場子ども読書推進センター　講師スペ
イン語翻訳家・宇野和美氏　定員先着80人　※一時預かりあり（6カ
月～未就学児、10月16日㈫までに要申込）。

電話で同センター☎331－0077へ

児童文学講座 要申込
スペインやラテンアメリカの絵本を楽しもう〜『マルコとパ
パ』など、絵本翻訳の舞台裏〜

10月4日㈭・5日㈮・11日㈭・16日㈫・19日㈮・23日㈫・25日㈭・26日
㈮・30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
10/12㈮ 明市民センター
10/16㈫ 小金原市民センター
10/17㈬ 東部スポーツパーク
10/19㈮ 五香市民センター

日程 会場

10/23㈫ 小金市民センター
（分館内）

10/25㈭ 和名ケ谷スポーツセン
ター（分館内）

10/26㈮ 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

「おやこDE広場矢切」を開設しました！

プラネタリウム10月の番組

　10月10日㈬に指定口座に振り込みます。 対象◦平成30年度現況
届を提出し、引き続き受給資格があると認められた人◦平成30年5月
以降、転入・出生等により松戸市で児童手当の認定を受けた人

11月4日㈰10時～15時　会場戸定が丘歴史公園
内松雲亭　対象5歳～7歳　定員35人（抽選）
費用1,000円（保護者1,500円）

10月7日㈰〔必着〕までに、往復はがきに住所・
氏名・年齢・電話番号・返信用宛名を記入して、
〒271－0091松戸市本町7の3　（一社）松戸市観
光協会事務局「甲冑着用体験参加希望」担当へ
問松戸手作り甲冑愛好会事務局・知

ち

久
く

　☎080－5438－4039

　マジック、歌、バルーンアートなどの
楽しいショーです。ぜひご参加ください。
日時10月27日㈯9時50分～10時50分

（9時35分から受け付け）　会場同園　
対象小学2年生以下の子と家族
定員先着300人　費用無料

10月19日㈮までに、電話で同園☎362－1530へ

　市内小・中学生が市内の名所・旧跡・風物などの観光資源を題材に
描いた作品の中から入選作品を展示します。

日時10月①5日㈮～7日㈰各10時～17
時（5日㈮は15時30分から、7日㈰は16
時まで）②15日㈪～19日㈮各8時30分
～17時　展示場所①文化ホール（全入
選作品を展示）②市役所１階連絡通路（市
長賞・観光協会会長賞のみ展示）

NAOKO SPACE PLANETARIUM

児童手当10月期分（6月～9月分）を支給

七五三は甲
か っ

冑
ち ゅ う

を着て記念撮影！ 要申込

甲冑着用体験参加者募集

松戸市小中学生観光絵画展

キッズ＆ジュニアアワー
「みずがめ座のおはなし」
　星と星座にまつわる、
子ども向けのやさしいお話。
開始時刻13時30分、
14時30分（各回20分）

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。
開始時刻10時30分（文字解説
付き）、15時30分（各回40分）

共通 投影日10月21日㈰までの土・日曜、祝日　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。年齢確認ができる物の提
示が必要）

投影開始30分前から同館2階（☎368－1237）で受け付け

問子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

問子育て支援課☎366－7347

問文化観光国際課
　☎366－7327

市民会館プラネタリウム室

　おおむね3歳までの親子が安心して楽しく過ご
せる施設です。誕生日会やクリスマス会などの
イベントも開催します。ぜひ遊びにきてください！
開設日月・火・木・金曜10時～15時　場所矢切支所2階和室

タフィーとビンゴの
P
パ ー テ ィ

arty T
タ イ ム

ime!! 要申込

さわらびこども園子育てセミナー

昨年度の市長賞受賞作品

　11月18日㈰に執行予定の松戸市議会議員一般選挙の啓発4コマまん
が作品を募集し、審査の結果、大賞作品が決定しました。
　大賞作品を印刷したしおりを市内各図書館等で配布します。
ぜひご覧ください。　
※募集結果の詳細は、市ホームページをご覧ください。

大賞作品「ちりもつもればやまとなる」

明るい選挙啓発４コマまんが
大賞作品が決定 　問選挙管理委員会事務局

　　☎366－7386

❶❸

❷❹

市ホームページ
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同校の概要●授業は週5日、年間約200日
●中学校の教科を勉強●先生は教員免許を
持つ教員●しっかりと勉強すれば卒業証書
をもらえる●授業料無料　所在地旧古ケ崎
南小学校（古ケ崎1の3073）　第2期生徒募
集期間12月14日㈮まで　
※入学資格等の詳細は市ホーム
ページをご覧ください。
問教育企画課☎366－7455

お肌も体も心も潤して、もっと輝くママへ！（にじいろ
☆クローバー）〔全3回〕

平成31年4月開校

夜間の公立中学校「市夜間の公立中学校「市
立第一中学校みらい分立第一中学校みらい分
校」第2期生徒募集校」第2期生徒募集

日程 内容

①10/25㈭ 知っておきたい皮膚のこと、スキンケアとアレ
ルギー

②11/  1 ㈭ 骨盤美Bodyエクササイズ
③11/  8 ㈭ からだに優しい、あったか肉まん・あんまん作り

こども食堂を知ろう（松戸インターフェイス）〔全2回〕
日程 内容

10/17㈬ こども食堂とは？～現状と実態～
10/24㈬ 全国のこども食堂～成功事例から学ぶ～
時間10時30分～12時30分　会場文化ホール　講師まつど子
ども食堂の会代表・髙橋亮氏　定員30人（抽選）　費用無料　

時間10時～12時　会場新松戸市民センター　講師千葉愛友会
記念病院小児科部長・根津櫻子氏他　定員先着20人　持ち物①
固形石

せ っ

鹸
け ん

、保湿剤、タオル③エプロン、三角巾、台布巾、食器布
巾　費用500円　※一時預かりあり（6カ月～未就学児、先着6
人、要申込）。

10月10日㈬〔必着〕までに、申し
込みフォーム（「こども食堂を知ろ
う」は往復はがきでの申し込みも
可）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
※申し込みフォーム1件、往復はが
き1枚につき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、
10月11日㈭から電
話で受け付け。　※電
車・バス等公共交通機
関をご利用ください。

秋 の 民自主企画講座市 要申込

市ホームページ 申し込みフォーム

時間①③⑩⑫各9時～12時②④～⑨⑪各
13時～16時　会場①～⑤常盤平市民セン
ター⑥～⑫シニア交流センター　対象40歳
以上　費用①～⑥⑨～⑫各4,000円⑦⑧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 11/  6㈫
②スマホ入門 11/  6㈫
③スマホ・アプリ 11/22㈭
④タブレット（iPad）入門 11/  8㈭
⑤タブレット（iPad）実用 11/27㈫
⑥パソコン入門 11/  7㈬
⑦Word基礎〔全2回〕 11/14㈬・21㈬
⑧Excel基礎〔全2回〕 11/13㈫・20㈫
⑨Windows10の操作 11/15㈭
⑩名刺・ラベル作成 11/20㈫
⑪年賀状 11/28㈬
⑫個人授業 11/  7㈬

申 10月17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 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

　今年のテーマは「H
は っ し ん

ASSHIN!!」です。男女共同参画の新たな時代に向けて、さまざまなイベントを開催します！

日時 内容 申し込み・問い合わせ

11/3㈷
14:00～15:30 市 基調講演会「ハラスメントのない社会へ～職場でのセクハラ・パワハラを中心として～」　

講みとみらい法律事務所弁護士・森田冴子氏　保
申ゆうまつど
☎364－8778へ

17:00～18:30 民 講演会「多様な性のあり方～LGBTの視点から地域を考える～」　
講 LGBTユースの居場所「にじーず」主宰・遠藤まめた氏　企NPOディープデモクラシー・センター

申同NPO
☎701－5350、
050－3737－9081へ

11/4㈰

10:00～12:00 民 講演会「松戸市のめざす男女共同参画プランをどうとらえるか」　講千葉県菜の花会代表・松田敏子氏　
企まつど女性会議

問同団体・山中
　☎365－0533

10:00～12:00 民 WSあなたが読んだ本、教えて　講本の旅人・湯本千彰氏　企どんぐりのわ　保 申同団体・神山
☎080－5411－3190へ

13:30～15:30 民 WS性暴力・DV・児童虐待…繋
つ な

がりあう暴力～暴力予防教育を考える～　費500円　企G
ジ ー プ ラ ン ニ ン グ

.Planning　 問同団体・浪
な み

越
こ し

　☎346－8557

13:30～16:00 民 WSコミュニケーションが苦手な人のために～気持ちを伝えあうには？～　企松戸カウンセリングの会　保 申同団体・八
や

鍬
く わ

☎04－7122－4100へ
14:00～16:30 民 講演会「セクハラと日本社会」　講東京新聞記者・望月衣

い

塑
そ

子
こ

氏　費300円　企房総の会 問同団体・安藤
　☎384－5488

11/5㈪ 10:00～12:00 市 WSゆうまつどd
で

eカフェ　企同フェスタ実行委員会　※子どもの同室可 問男女共同参画課
　☎364－8778

11/6㈫
10:30～12:00 民 WS『勇気づけ』の子育てで、親子でHAPPYに！　企ファミリーサポート・勇気づけ　費300円　

※子どもの同室可
申同団体・土居
（15時～18時）
☎090－9001－7489へ

14:00～17:00 民 講演会「これからの生き方・働き方」　講（一社）日本産業ジェロントロジー協会会長・崎
さ き

山
や ま

みゆき氏　
企数値調理会

申同団体・岩崎
☎090－9295－1387、
330－8163へ

11/7㈬
10:00～11:30 民 WSはじめてのママカフェ　企NPO子育て支援ぽこら　保 申同団体・桑島

☎090－2907－8552へ

10:00～12:00 民 講演会「心と身体のボイストレーニング」　講NPO松戸市民劇団理事長・石上瑠美子氏　費500円　
企NPO人材パワーアップセンター

申同団体・岩橋
☎ 364－8820へ

11/8㈭ 10:00～13:30
市
・
民

ママジョブカフェ　保
●就労＆起業サポートCafé ☆ママの自立応援ブース　企NPO M

マ

am
マ

aC
キ ャ ン

an
●「まつど女性就労・両立支援相談」「起業相談」　企男女共同参画課
●ファイナンシャルプランナーの「マネープラン相談」　企男女共同参画課
●「幼稚園・保育園情報、一時預かり等相談」　企NPOまつど子育てさぽーとハーモニー、NPO子育てひろ
　ばほわほわ、NPO子どもの環境を守る会Jワールド
●ファミリー・サポート・センター個別相談会　企まつどファミリー・サポートセンター

問男女共同参画課
　☎364－8778

11/9㈮
10:00～12:00 民 WS手形アートをつくろう　対未就学児と保護者　企まつど一時保育ネットワーク　※最終受け付け11:30 問同団体・有川

　☎047－386－1902

13:30～15:30 民 WS自分が元気になるコミュニケーション～ストレスとの上手な付き合い方～　費700円　
企チームきらめき塾’08

申同団体・大
お お

登
のぼり

☎368－3856へ

日程11月3日㈷～9日㈮　会場ゆうまつど

パネル展示　内容介護写真展～いつ
までも輝き続ける笑顔の人材2018～
費用無料

フェスタ期間中の催し

市…市が企画　民…市民グループ自主企画　WS…ワークショップ　対…対象　講…講師名　費…費用　※費用の記載がないものは無料。
企…企画団体名　保…子どもの一時預かりあり。申し込みは各団体へ　申…要事前申し込み

ゆうまつどフェスタ
イベント共通マーク

松戸市制施行
75周年記念

問男女共同参画課
　☎364－8778、 364－7888
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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



笑いヨガと健康松戸21応援団フェスで
健康づくり！！

健康のための講演会「オーラルフレイ
ル予防からはじまる全身の健康」「いろ
いろ食べて、フレイル予防“さあにぎや
かにいただく”」  
10月11日㈭13時30分から　会場明市民セン
ター　講師富士見台歯科医院院長・岸田雄

ゆ う

大
だ い

氏
他　定員先着100人　費用無料
電話・FAXまたはEメールに、町会名（加入者の
み）・氏名・電話番号を記入して、明第2東地区社会
福祉協議会☎ 360－2122、 akira2higashi@
matsudo-shakyo.comへ

認知症予防教室～みんなで取り組も
う！脳の活性化～〔全4回〕  
10月17日㈬・31日㈬、11月14日㈬・28日㈬各
9時30分～11時30分 会場六実市民センター　
対象全回参加できる六実・六高台地域在住の65
歳以上で、介護認定を受けていない人　定員先
着40人　費用無料
10月1日㈪9時から、電話で六実六高台高齢者
いきいき安心センター☎383－0100へ

地域別講演会「病気になっても自宅で最
後まで暮らすためには」
10月①19日㈮②29日㈪各14時～15時30分
会場①稔台②東部各市民センター　内容①A在
宅医療でできること①B知っていますか訪問歯
科治療②A在宅医療でできること②B在宅医療
における薬剤師の役割　講師①A島村トータ
ルケアクリニック院長・日野裕

ひ ろ

史
し

氏①B富士見台
歯科医院院長・岸田雄大氏②A梨香台診療所院
長・中島雅央氏②Bからたち薬局薬剤師・櫻井美
恵氏　対象市内在住・在勤　定員各先着100人
費用無料　※申し込み不要。
問松戸市在宅医療・介護連携支援センター
☎701－7533

健康塾「今日から始めるがん予防
～生活習慣を見直そう～」  
10月24日㈬14時30分～16時　会場東松戸病
院1号館2階大会議室　講師同病院緩和ケア病棟
看護師　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

いきいき体操教室「自宅でできる簡単運
動プログラム」〔全6回〕  
10月～3月までの毎月第4水曜（2月のみ第1水
曜）10時～11時30分　会場新松戸市民センター
対象全回参加できる新松戸地区在住のおおむね
65歳以上　※新松戸高齢者いきいき安心セン
ターで開催する他の体操教室に参加している人は
申し込み不可。　定員先着40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

がん患者・家族「集いの場」  
10月18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〔全3回〕  
10月11日㈭・19日㈮・31日㈬各14時～16時
会場小金市民センター　対象全回参加できる65
歳以上　定員先着30人　費用無料
電話で小金高齢者いきいき安心センター

☎374－5221へ

食からはじめる健康セミナー
「スリムアップコース」  
①10月25日㈭10時～12時②11月1日㈭10時
～13時　会場常盤平保健福祉センター　定員各
先着25人　内容①運動実技②調理実習　対象市
内在住の20歳～50歳代　持ち物筆記用具①運
動できる服装と靴、バスタオル、タオル、飲み物②
エプロン、三角巾、布巾2枚、手拭きタオル　費用
無料　※一時保育あり（2歳以上、おやつ代200
円、要申込）。
10月1日㈪9時から、電話で同センター☎384

－1333へ

食からはじめる健康セミナー
「野菜コース・秋～野菜を食べて胃腸
力アップ！～」
10月26日㈮10時～13時　会場小金保健福祉
センター　内容講話と調理実習　対象市内在住
の20歳～50歳代　定員先着20人　持ち物エプ
ロン、三角巾、布巾2枚、手拭きタオル、筆記用具
費用無料　※一時保育あり（2歳以上、おやつ代
200円、要申込）。
10月1日㈪9時から、電話で同センター☎346

－5601へ

地域いきいき講座  
11月①8日㈭②22日㈭③29日㈭各10時～11時
30分　会場明市民センター　内容①お口の健康
②高齢者を狙う悪質商法③転倒予防　講師①松
戸歯科医師会・岸田雄大氏②消費生活相談員・
金
か ね

丸
ま る

夏子氏③福祉用具専門相談員　対象高齢
者、高齢者を支える市民　定員各先着30人　
費用無料
電話で明第1高齢者いきいき安心センター

☎700－5881へ

まつど健康マイレージ付与…

　市が委託する市内の医療機関で予防接種を受けることができます。インフル
エンザ予防接種予診票は各医療機関に置いてあります。
　実施医療機関は市ホームページまたは市役所・各支所にある市民健康相談
室、各保健福祉センターで配布する「平成30年度高齢者予防接種委託医療機関
一覧」をご覧ください。
接種期間10月～平成31年1月15日㈫（開始日は医療機関によって異なります）　※県内の他市
町村の医療機関（県内定期予防接種相互乗り入れ事業）で接種する場合は、12月31日㈪まで。
※市外で接種を希望する人は、お問い合わせください。　対象市内に住民登録があり、次の条件
に該当する人●接種当日、満65歳以上（接種は満65歳の誕生日以降）●接種当日、満60歳以上
65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器の機能の障がい、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫
の機能障がいがあり、いずれかにより1級の身体障害者手帳を持っている　持ち物健康保険証
費用1,000円（1回目のみ）　※生活保護受給世帯の人は無料（生活保護受給証の提示が必要）。

　7月下旬から関東地方で風しんが流行しています。風しんは抗体を持たない妊婦が感染する
と、生まれてくる子が「先天性風しん症候群」を発症することがあります。妊婦への感染を予防
するため、予防接種の費用を助成します。
助成の対象となる接種期間平成30年8月14日～平成31年3月31日　対象市に住民登録があ
り、平成2年4月1日までに生まれた28歳から59歳までで、以下のいずれかに該当する人①風し
んの予防接種を受けたことがなく、風しんに罹

かか

ったこともない●妊娠中の女性の配偶者●妊娠
を予定または希望している女性とその配偶者②風しん抗体価が低下している証明のある妊娠を
予定または希望している女性　対象予防接種A麻しん風しん混合ワクチン（MR）B風しんワク
チン　助成額A5,000円B3,000円　※生活保護受給世帯の人は全額助成　助成回数1回のみ
申請に必要なもの申請書（市ホームページでダウンロード）・領収書・印鑑・口座番号が分か
るもの　※生活保護受給世帯の人は生活保護受給者証、②は風しん抗体価が低下している証
明も必要。
平成31年3月31日㈰〔消印有効〕までに、直接または郵送で、〒271－0072松戸市竹ケ花74

の3　健康推進課予防衛生班（中央保健福祉センター）へ

　日頃の運動不足を感じている人や健康づくりのきっ
かけが欲しい人は、ぜひご参加ください。

10月21日㈰ 9時30分～13時（第2部の受け付け
は12時まで）　会場運動公園体育館　対象市内在住・
在勤・在学

第1部  
笑いヨガ～笑いヨガで心も身体
もリフレッシュ！～
時間9時30分～10時30分（9時から受け付け）　講師
日本笑いヨガ協会・川崎浩氏　定員先着300人　持ち
物上履き、飲み物、タオル、動きやすい服装　費用無料
電話で健康推進課☎366－7486へ

第2部  
健康松戸21応援団フェス2018
　松戸の健康づくりを応援している「健康松戸21応援
団」による体験型イベントです。スタンプラリーに参
加しよう！
時間10時40分～13時（12時まで受け付け）　内容骨
密度測定、むし歯のなりやすさ検査、お薬相談、筋力
測定、歩行年齢測定、スクエアステップ体験、ラウン
ドフィットネス、血管年齢測定、簡単な体操他　※一
部定員あり。参加応援団13団体

高齢者インフルエンザ予防接種

風しん予防接種の費用を助成します

問健康推進課
　予防衛生班
　☎366－7484

問健康推進課予防衛生班☎366－7484

秋の健康まつり
in運動公園

問健康推進課☎366－7486

自己負担1,000円（1回目のみ）

市ホームページ 健康松戸21マスコット
キャラクター「けあら」
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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3～5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） 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

◆苔山派尺八演奏会
10/6㈯13:00　　　　
苔山派尺八楽

がっ

会
かい

・佐々木☎
385－8715
◆第35回ジャズ体操フェスティ
バル
10/14㈰12:10
ジャズ体操フェスティバル・小

田切☎392－6063
◆映画「明日へー戦争は罪悪で
あるー」上映会　★
10/26㈮①10:30②14:00③
18:00
活かせ9条松戸ネット・林上☎

080－6555－1943
◆第70回松戸市文化祭（馬橋芸
能連合会）
10/28㈰10:00
同会・松澤☎343－2123

◆Satoshi Hirasawaプロデュー
ス　会員発表会
10/8㈷13:30
平澤☎090－5978－2005

◆童謡コンサート★
10/10㈬13:30
鈴木☎343－6631

◆ジョイフルコーラス演奏会
10/13㈯13:30
角谷☎090－6658－9103

◆秋の発表会（バイオリン、ピア
ノ、ギター、ウクレレ）
10/13㈯18:30
伊藤楽器松戸店内ハドックス・

ジョナサン☎368－1161　

◆市民公開講座（歯周病・糖尿病）
10/14㈰10:00
（公社）松戸歯科医師会☎368
－3553（事前申込制）
◆トマ教室・音楽部　ピアノ・リ
トミック発表会
10/14㈰16:00
同教室☎366－5528

◆大正琴ミュージックコンサート
in東葛
10/19㈮13:00
二本木☎346－7923

◆D
ド ン

ON A
ア ル マ ス

LMAS スパニッシュギ
ターライブ★
10/20㈯18:00
同事務局☎080－4952－4132

◆「夢ものがたり」歌謡祭
10/26㈮9:45
坂元☎090－3248－9829

◆「美
み

宙
ゆう

」朗読発表会
10/31㈬13:00
金子☎384－0644

◆坂本タクヤ　アニバーサリー
コンサート
10/27㈯15:30　
会場小ホール　費用全席自由
3,500円（高校生以下1,500円）
※未就学児は親子鑑賞室へご案
内。4歳児以上チケット必要（発
売中）
◆美輪明宏ロマンティック音楽会
～抒

リリック

情の夕
ゆう

べ～
1/19㈯17:00
会場大ホール　費用全席指定S
席 7,200円、A席 4,000円　※
未就学児入場不可（発売中）

◆①ズンバ②ヨガ
①10月の月曜（22日を除く）15:10
～16:00②10月の金曜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
◆①ピラティス②初めてのフラ
①10月の月曜（22日を除く）13:30
～14:30②10/13㈯・20㈯各
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初めてのパワーヨガ②初め
てのフラ
①10月の水曜11:00～12:00
②10月の金曜（5日を除く）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
●インディアカ教室
10/6㈯19:00～21:00　会場大
橋小学校　 佐藤☎080－5084
－7077
●ソフトバレーボール教室
10/7㈰9:00～11:00　会場常
盤平体育館　 浅野☎090－
4012－7686
●軽スポーツ教室
10/13㈯9:00～12:00　会場寒
風台小学校 内容カローリング、
バドミントン、ペタンク他　 内
田☎364－8920
●グラウンド・ゴルフ教室
10/14㈰9:00～13:00　会場新
松戸西小学校　 矢野☎090－
3107－0348
●グラウンド・ゴルフ教室
10/14㈰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

●婦人ソフトボール教室
10/14㈰9:00～12:00　会場東
部スポーツパーク野球場　 岩
下☎090－5531－8004
●スポレク地域祭グラウンド・ゴ
ルフ大会（馬橋地区）
10/21㈰9:00～12:30　会場八
ケ崎小学校　 峯田☎341－
2978

◆ヨガ＆フラ無料体験会
10/27㈯10:00～12:00　会場
常盤平体育館　内容ヨガ・フラ
ダンス指導、キッズフラダンスシ
ョー　対象4歳以上（保護者同伴
可）　申 10/20㈯までに、電話
で同体育館☎386－0111へ
●ファミリースポーツ教室
10/28㈰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

8 祝 松戸混声合唱団第20回定期演奏会 ★ 14:00 同合唱団・長崎☎343－3613

12 金 川中美幸コンサート2018 ★ 14:30
18:00

ベルワールドミュージック
☎03－3222－7982

13 土 南こうせつコンサートツアー2018 ★ 17:00 Ro-Onチケット☎365－9960

14 日 ディズニー・オン・クラッシックまほうの夜の音楽会2018 ★ 18:00 Z
ゼ ン

en-A
エイ

☎03－3538－2300
19 金 浜崎あゆみLIVETOUR2018 

★
16:00 キョードー東京

☎0570－550－79920 土 19:00

21 日 森山良子コンサートツアー2018 ★ 16:30 森山良子松戸公演事務局☎050－3533－3550
27 土 第70回松戸市文化祭　松戸市

合唱祭
11:00 松戸市合唱連盟・加藤

☎384－607928 日 12:00

小
ホ
ー
ル

6 土 仲道郁代ロマンティックなピアノ2018 ★ 13:30 BSフジイベントevent@bsfuji.co.jp

12 金
川口日出旺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」 ★

19:00 川口音楽事務所☎343－0808

13 土 ハーモニーWithコンサート 14:00 瀬川☎383－0284

14 日 ちば音楽コンクール　本選会 10:00 ㈱千葉日報社・岩地☎043－227－0055

21 日 第70回松戸市文化祭　フラダンスの集い 13:00 松戸ハワイアンフラ協会・蜷
にな

川
がわ

☎388－7365

27 土 坂本タクヤ　アニバーサリー　
コンサート ★ 15:30 坂本 takuyannn.info

@gmail.com

28 日 第70回松戸市文化祭　日本古
典舞踊公演 11:30 松戸日本古典舞踊連盟・小沼☎368－9583

31 水 シャンソン・コンセール（教室発表会） 15:00 スタジオ・プラス☎389－3958

※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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●健康麻雀見学・体験会
㈪㈬㈭㈮12時～17時 健康麻雀サー

クルひまわりの会事務所（JR新八柱駅下
車） 中級者以上 1回1,200円 電話
で同会・小林☎070－6436－3577（昼
間のみ）へ
●健康体操教室 （ストレッチ、リズム体操等） 
10/1㈪・15㈪・29㈪各9時20分～10

時50分 小金原体育館 20歳以上の女
性 各先着5人 各500円 電話で健康
体操ひまわり・斉藤☎341－0025へ
●健康体操教室 （ストレッチ、リズム体操等） 
10月の㈫（23日を除く）13時～15時

柿ノ木台公園体育館 50歳以上 各先
着7人 電話で活き活き体操クラブ・関☎
361－2637へ
●健康体操教室 （ストレッチ、リズム体操等） 
10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
●スポーツ吹矢無料体験会
①10/4㈭・11㈭・18㈭各9時～12時

②10/11㈭・18㈭各13時～16時③10/7
㈰・21㈰各10時～12時 ①運動公園②
常盤平各体育館③フィットネスガーデン馬
橋4階（馬橋駅下車） 電話で（一社）日本
スポーツ吹矢協会松戸支部楽吹会・丸山
☎366－6543へ
◆健康麻雀体験会
①10/4㈭・23㈫②10/10㈬・13㈯③

10/12㈮④10/9㈫⑤10/15㈪各12時～
17時⑥10/5㈮11時30分～16時30分
①馬橋②③稔台⑤常盤平⑥五香各市

民センター④青少年会館 ③初心者 1
日800円（③のみ1,000円） 電話で
NPO健康麻雀クラブやまが・徳光☎090
－8583－1506へ
●だれでもできる！やさしい詩吟教室
10/5㈮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
◆こころの家族・当事者・ピア相談
第1・3㈯10時～15時　※同日時に電

話でも受け付け（☎383－5551） ふれ
あい22 こころの病を抱える人とその家
族 NPO土曜会☎090－5215－0496
◆行政書士無料相談会
10/6㈯・7㈰各10時～16時 松戸駅

西口デッキ 先着30人 当日会場で 千
葉県行政書士会東葛支部☎701－7701
◆法の日無料法律相談会
10/6㈯13時～16時 千葉県弁護士

会松戸支部 当日会場で 同会同支部
☎366－1211
●新東京百景「薬師池公園」と周辺ハイキ
ング（町田市、歩行距離約9㎞）
10/7㈰7時50分松戸駅東西連絡通路

集合、15時小田急線玉川学園前駅解散
飲み物・弁当 400円（別途交通費）

当日集合場所で 松戸歩こう会・出
いず

原
はら

☎
386－5611（昼間のみ）
●秋の山野草展示会
10/7㈰10時～16時 常盤平市民セ

ンター ときわ草遊会・ 嵯峨☎090－
2159－4358
◆社交ダンスパーティー
10/7㈰・8㈷・15㈪各13時～16時

リフレッシュプラザ柏（東武野田線逆井駅
下車） 500円 当日会場で ケイ&シ
ン・野沢☎090－9374－5258
●やさしい囲碁（入門～上級）〔全4回〕
10/9～30の㈫13時30分～17時 日

本棋院松戸生涯学習支部（新京成五香駅
下車） 2,000円 電話で同支部入門
サークル・岩島☎388－3022へ
●童謡コンサート
10/10㈬13時30分～16時 市民劇

場 懐かしい童謡と昭和の唱歌・抒
じょ

情歌
1,000円 松戸童謡の会・鈴木☎343

－6631（夜間のみ）

◆初めてのフラダンスを楽しむ会
10月の第2～4㈬、11月の第1～3㈬

各13時～15時 馬橋市民センター 初
心者 先着10人 月3,000円 電話で
人材パワーアップセンター・金子☎090－
7234－7791へ
◆チャリティー銭湯1010
10/10㈬16時～23時 市内5カ所の

公衆浴場 200円（小学生50円、未就学
児無料） 松戸市公衆浴場組合（平和湯
ランド内）☎387－2044
◆税理士税務無料相談会
10/11㈭・25㈭、11/8㈭・22㈭ 各

10時～15時 松戸商工会議所（松戸駅
下車） 電話で千葉県税理士会松戸支部
☎366－2174へ
◆スマホを楽しみましょう〔全4回〕
10/11㈭・25㈭、11/8㈭・22㈭ 各

13時～14時30分 NPO松戸ITVネッ
トワーク教室（根本224） 初心者 先
着 5人 4,000円 スマートフォン
（A

ア ン ド ロ イ ド

ndroid） 電話で同教室・足達☎
080－5173－7185（平日9時～17時）へ
●健康体操教室（ストレッチ、リズム体操等）
10/11㈭・18㈭各14時～15時30分

東部スポーツパーク体育館 先着10人
500円 電話で東部健康体操クラブ・

七
しち

田
だ

☎392－9477へ
◆パソコンお困り解決相談会
第2～4㈮13時30分～15時30分 コ

ミュニティサロン胡
く る み

桃（JR新松戸駅下車）
各先着6人 各500円 電話でぱそこ

ん119☎090－4428－8931へ
●ジョイフルコーラス演奏会
10/13㈯13時30分～15時30分 市

民劇場 麦の唄、小ミサ（フォーレ）他
同会・山本☎346－7065
◆松戸のみどり再発見ツアー「よみがえっ
た戸定邸庭園と千葉大学園芸学部の洋風
庭園を訪ねる」〔小雨決行〕
10/14㈰9時30分松戸駅西口デッキ集

合、14時現地解散 飲み物、弁当、敷物、
歩きやすい服装 500円（小学生以下無
料） 当日集合場所で 緑のネットワー
ク・まつど・高橋☎090－2935－9444
◆ジョイふれあいまつり
10/14㈰10時～15時 （社福）ジョイ

まつど（金ケ作277の4） 同法人・月
つき

田
だ

☎383－1711
◆学童まつり
10/14㈰11時～14時 河原塚小学校
八柱学童保育所・掃

か も ん ぜ き

部関☎392－5420
（11時～19時まで）
◆高齢者向け料理教室
10/15㈪9時45分～13時30分 京

葉ガス松戸ショールーム（松戸駅下車）
おしゃれな簡単洋食 60歳以上 先着
20人 500円 電話で（特養）松寿園・
月
つき

井
い

☎386－6357（平日9時～16時）へ
◆親子でハロウイン飾り作り&モンテッ
ソーリ教具に触れてみよう
10/15㈪10時30分～11時30分 金

ケ作自治会館 先着10人 500円 電
話でままぷりも・伊藤☎090－2378－
3679へ
●健康体操ポルカ体験講習会
10/15㈪14時～15時30分 新松戸

市民センター 50歳以上の女性 先着
10人 500円 電話でポルカ・小柴☎
342－4524（午前中のみ）へ
●全日本写真連盟松戸支部写真展
10/16㈫～21㈰各10時～18時（10/

16㈫は13時から、10/21㈰は16時まで）
文化ホール 同支部・西

にし

部
ぶ

☎367－
7277
●男の料理教室体験会
10/17㈬17時～20時 市民会館

先着3人 頭巾・エプロン・手拭い・布巾
電話でにんじんクラブ・斉藤☎388－

2667（昼間のみ）へ

●囲碁大会（棋力別・変則リーグ戦）
10/21㈰9時～17時 常盤平市民セ

ンター 1,500円（高校生以下800円）
常盤平囲碁クラブ・清水☎386－1988

（昼間のみ）
◆まつぼっくりチャリティーバザー
10/21㈰10時～15時 牧の原団地

中央広場 まつぼっくり合同家族会・平
塚☎389－4176
◆草木染体験「身近な植物でマイバンダ
ナをつくろう」
10/21㈰10時～15時 21世紀の森

と広場内森の工芸館 先着10人 汚れ
てもよい服装、ビニール手袋、昼食
1,500円 FAXで千葉県森林インストラ
クター会・井形 043－486－5768へ
◆認知症高齢者声かけ訓練
10/21㈰13時～15時30分 かぶと

公園（牧の原2の9） 電話でまきば声か
けネット事務局〔（特養）ひまわりの丘内〕
☎311－2100へ
●家事家計講習会
①10/22㈪②10/30㈫各10時～12

時 ①新松戸市民センター②市民会館
各400円　※託児あり（200円） 電

話で松戸友の会松戸方面・鬼
き

山
やま

☎090－
2443－4704へ

懐メロ歌体操
10/24㈬10時～11時30分 さくら

広場（根本5の9秋谷ビル3階） 50歳以
上 先着10人 電話でさくら広場の会・
にむら☎080－5454－0726へ
◆①歌声コンサート（砂田直規）②江口
二
つぐ

美
み

・青柳素晴M
め

E音
おと

コンサート
10/24㈬①13時30分から②15時45

分から 森のホール21 ①1,500円②
2,000円　※①②両方は3,000円 サロ
ンひぐらし・荒井☎090－4053－9846
◆映画「明日へ～戦争は罪悪である～」上
映会
10/26㈮10時30分、14時、18時から
市民会館 各先着1,200人 1,000円

（高校生以下と障がい者は無料） 電話
で活かせ9条松戸ネット・林

はやし

上
がみ

☎080－
6555－1943
◆上野西郷どんゆかりの地ウオーキング
10/27㈯12時30分松戸駅東西連絡

通路集合 先着40人 300円（別途交
通費） 10/10㈬までに、電話で香

こう

実
み

会
かい

・
岩本☎080－1019－1988（夜間のみ）へ
◆加齢と漢方①食養と生薬の観点②臨床
の観点
10/27㈯13時30分～16時 千葉大

学柏の葉キャンパスシーズホール（TX柏
の葉キャンパス駅下車） 先着130人
200円 電話で同大学柏の葉診療所☎
04－7137－8471へ

◆六実っ子まつり（模擬店・イベント）
10/28㈰9時～15時 六実市民セン

ター、六実中央公園 六実地区子育て井
戸端会議・中野☎090－9817－8564
◆新松戸チャリティーフリーマーケット
10/28㈰10時～15時 新松戸中央

公園　※出店者募集（100区画） 売り
上げの10% 10/10㈬〔必着〕までに、
往復はがきで 松戸くらしの助っ人事務
局☎340－3320（平日10時～16時）
●地図に学ぶ地域の歴史〔全3回〕
①10/30㈫②11/6㈫③11/13㈫各

10時～12時30分 ①文化ホール②都
内散策（狸

まみ

穴
あな

・麻布周辺）③市内散策（小
金原・坂川水源地） 元社会教育指導員・
藤澤進三氏 30人（抽選） カラーマー
カー 500円 電話で地図を片手にぶら
り旅・村上☎080－1152－1427へ
●オカリナ無料ミニミニコンサート＆体験
11/5㈪10時～12時 矢切公民館
電話でオカリナサークル響・中

なか

平
だいら

☎
331－3035へ
●松戸宿と「間の宿・馬橋」〔全2回〕
①11/2㈮②11/9㈮各10時～12時

30分 ①文化ホール②馬橋散策 ①松
戸史談会会長・松田孝史氏 30人（抽
選） 500円 電話でご近所探訪・地域
を学ぶ「松戸宿」・村上☎080－1152－
1427へ
●硬式テニス教室①～⑤初心者⑥初心者
シニア⑦ジュニア⑧ナイター
11月～平成31年1月の①㈫②㈮③12

月～平成31年2月の㈪、平成31年1月～
3月の④⑤㈯⑥㈫⑦12月～平成31年3
月の㈪㈮㈯のいずれか⑧11月～12月の
㈪㈮㈯のいずれか ①～④⑥栗ケ沢⑤
松戸中央⑦⑧金ケ作各公園庭球場 ①
～⑤中学生以上⑥50歳以上⑦小学生
（㈯のみ中学生可）⑧中学生以上 先着
①②⑥各30人③④⑤⑦各60人⑧90人
①～③⑤～⑦各10,000円④9,000

円⑧7,000円 10/15㈪までに松戸市
テニス協会ホームページで 同協会☎
341－1133
◆税を考える週間における税の無料相談会
11/13㈫10時～15時 市役所1階連

絡通路 当日会場で 千葉県税理士会
松戸支部事務局☎366－2174
●内外ゴム旗争奪レディースソフトボー
ル大会
11/25㈰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6,000円
10/13㈯14時から、運動公園会議室

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

●矢切ペン習字サークル
第2・4㈯13時～15時 矢切公民

館 月2,000円 1,000円 齋藤☎
364－2621
●小金原文化の会
第1・3①㈭②㈮各10時～12時 ①

小金原②常盤平各市民センター 月
2,000円 1,000円 安達☎343－
6898
●ファミリー・フォト・グルッペ
第2㈰13時～17時 小金原市民セ

ンター 月1,000円 西牧☎364－
7890
●健康麻雀サークル笑

え

心
ごころ

㈬10時～16時 松戸駅周辺の麻
雀店 1回1,500円 松本☎090－
4249－4093
●新松戸・版画バンバン
第1～4㈬13時～16時 青少年会館
月1,000円 2,000円 溝

みぞ

上
かみ

☎346
－5827

●混声合唱団コール・アマフォーク
㈰10時～12時 ゆうまつど 月

4,000円 井出☎342－9410
●松戸中央軟式テニスクラブ
㈰8時～14時 松戸中央公園庭球

場 経験者 年12,000円 2,000
円 阿部☎090－2655－5956
●柿の木台スケルマ（フェンシング）
㈬18～21時、㈯13時～17時 柿ノ

木台公園体育館 小学生 月3,000
円 斉藤☎090－1776－6032
●古武術サ－クル“忍

にん

”(護身術、忍術)
㈫19時～21時 青少年会館 小学

生以上 月3,000円 淺野☎080－
3009－8023
●リラックスヨガ
㈮13時15分～14時45分 運動公

園小体育室 女性 月2,000円 横
山☎364－0580
●キッズリズム体操ホップアップ
㈯16時30分～18時 運動公園小

体育室 5歳～小学生 月2,500円
1,000円 益子☎367－7170
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●広報まつど　2018年（平成 30年）10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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　1867年、最後の将軍・徳川慶喜の弟・昭武
は、パリにいました。彼は、次期将軍候補とし
て万博を舞台に華麗なる宮廷外交を行い、幕府
の威信を示しました。維新の激動期、昭武を巡
る旧幕府・新政府・各国の動きは、国外におけ
るもう一つの維新ともいえるでしょう。
　1868（明治元）年、混迷のなか帰国した昭武
は、新たな道を歩みます。権力の座を去り、趣
味に打ち込み、多くの文化財を残した彼にとっ
ての明治を見つめます。

会期10月13日㈯～12月24日㉁
9時30分～17時（入館は16時30分まで）　休館日月曜

（祝・休日の場合は開館し、翌日休館）　入館料一般150
円、高校・大学生100円（20人以上は団体料金あり）

10月14日㈰ 14時から（13時30分開場）
会場同公園マグノリアハウス　曲目アヴェ・マリア

（P.マスカーニ）、恋は野の鳥（G.ビゼー）、サウンド・
オブ・ミュージック（R.ロジャース）他　出演樺

か ば

沢
さ わ

わ
か子氏（メゾソプラノ）、伊藤壽

す み

英
え

氏（ピアノ）　
定員先着70人　費用無料　※申し込み不要。
問同公園管理センター☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

忘れられた維新 静かな明治
企画展　明治150年

パレードやキッチンカー、
フリーマーケットなど盛りだくさん！

※駐車場はありません。

日時10月21日㈰9時～17時
会場「松飛台十字路」交差点から
西300ｍ道路上
問同まつり実行委員会・宮村
　☎387－3124

松飛台まつり

問戸定歴史館☎362－2050

樺沢わか子氏伊藤壽英氏

1867年パリ万国博覧会における皇帝・国王ら訪問客

徳川昭武写真撮影風景

東 松 戸 ゆ い の 花 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。

ドミニカ共和国×松戸市×ルーマニア

ホストタウン通信

音楽
ドミニカ共和国 ルーマニア
　ラテン音楽「メレンゲ」の
発祥の地。腰を左右に揺
らして踊るステップが、メ
レンゲを作るときの卵白を
泡立てる様子に似ているこ
とから名付けられました。

　民族楽器「パンフルート」
は、世界最古の管楽器で
ハーモニカの原型といわれ
ています。横一列に並んだ
長さが異なる筒に息を吹き
込んで音を奏でます。

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 「ありがとう－どういたしまして」

スペイン語　G
グラスィアス

racias - D
デ
e n
ナ ー ダ
ada

※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　M
ム ル ツ メ ス ク

ultumesc ! - C
ク
u p
プ ラ チ ェ レ
lǎcere!

ぜひお越しください

マグノリア コ・ ンサート

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12月生
生後1カ月からのお友達。お互いのこと
がわかるようになって、2人でニコニコ。
これからも仲良く大きくなってね！

平成29年12月生
好奇心旺盛のやんちゃ坊主
☆目が離せませんが、ずっ
と見てても飽きないです

平成29年9月生
いつもニコニコで家族みんなの
癒
いや

しです！ たくさん食べてたく
さん遊んで元気に育ってね！！

大り

地く

ち
ゃ
ん

凜り

音の
ん

ち
ゃ
ん

聡
そ う

一
い ち

郎
ろ う

ちゃん（左）
僚
りょう

真
ま

ちゃん

　市内で今年度中に100歳を迎えられる方が66人（うち
男性８人）、100歳以上の方が183人（うち男性22人）いま
す。最高齢の方は女性112歳、男性108歳です。「人生
100歳時代」は、すぐそこまで来ているかもしれません。
　長寿になっても、健康で元気に過ごしていきたいもの
です。そのためには、地域でお互いに助け合って元気で
仲良く暮らしていくまちづくりが必要だと思っています。
そこで、高齢者の総合相談所である地域包括支援セン
ター、町会・自治会、福祉を担当する社会福祉協議会の
地区社協を市内15地区にそれぞれ配置しています。ま
た、地域の皆さんが病気を抱えながら要介護状態になっ
ても住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、4月に設置
した「在宅医療・介護連携支援センター」に地域サポート
医を配置し、地域包括支援センターやケアマネージャー
へ医療・介護に関するアドバイスを行うほか、在宅医療が
必要な方のところへ訪問して診療したり、医療機関での
受診を働きかけたりするなど、在宅医療と介護との連携
強化を図っています。
　9月に「RUN伴

とも

まつど」というイベントに参加しました。
このイベントは認知症の人や家族、支援者、地域の人た
ちが一緒に襷

たすき

を繋
つな

ぐ体験を通して、認知症への理解や認
知症について取り組む支援者同士、地域の人たち同士が
繋がることを目指しています。市でも「認知症予防教室」や
「認知症サポーター養成講座」「認知症カフェ」等を開催
し、認知症にならないよう、また、なってもみんなで支え
助け合えるまちを目指しています。
　関東地方を中心に風しんが流行しています。市では、
風しん予防接種費用の一部助成を開始しました。風しん
は抗体を持たない妊娠中の女性が感染すると、お腹の中
の赤ちゃんに「先天性風しん症候群」という重い障がいを
発症する恐れがある病気です。風しんといって侮らず、
生まれてくる子どものため、感染しないよう予防をしてく
ださい。

風しん予防接種の費用を
一部助成します

人口と世帯（平成30年9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 490,660 人 〔 101 〕 男 243,657 人〔 △ 19〕
世帯 225,959 世帯 〔 154 〕 女 247,003 人〔 120〕

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

2018.10.1
（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
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