
10月31日㈬は市・県民税（普通徴収分）第3期の納期限です。 収納課☎366－7325

千葉大学松戸キャンパスと戸定が丘歴史公園をつなぐ
「回廊門」開放
10月27日㈯～12月16日㈰　※月曜、11月10日㈯・11日㈰を除く。
開門時間9時30分～16時
政策推進課☎366－7072

戸定菊花祭 菊で祝う七五三
　豊かな緑と美しい芝生に囲まれた戸定邸の景観を生かし、千

せん
松
しょう
菊
きく
花
か
会
かい
の

協力のもと、約100鉢の菊で彩ります。七五三の記念写真の撮影場所とし
てご活用ください。
日時10月31日㈬～11月11日㈰各9時30分～17時（入館は16時30分ま
で）　※11月5日㈪を除く。　会場戸定邸、戸定が丘歴史公園　費用戸定邸
入館料（七五三の子どもとその保護者2人まで無料）　※撮影は各自。前撮
りにも対応しますので、事前にご連絡ください。
戸定歴史館☎362－2050

　松戸駅から約800mの距離にあり、東京ドーム4個分ほどの面積がある「戸定
が丘」には、15代将軍の弟・徳川昭武が住んだ戸定邸（国指定重要文化財）と庭園（国
指定名勝 ) がある戸定が丘歴史公園と、美しい庭園に囲まれた千葉大学松戸キャンパ
スがあります。この 2カ所で、市と同大学園芸学部は連携して多彩なイベントを開催
します。秋の戸定が丘にぜひお越しください。

千葉大学園芸学部千葉大学園芸学部

戸定邸

戸定歴史館

JR常磐線

回廊門　

戸定が丘
歴史公園
戸定が丘
歴史公園

国道6号

戸定ヶ丘ホール洗心倶楽部

秋の戸
定が丘散歩に出かけませんか？

千葉大学園芸学部大学祭「戸定祭」
11月3日㈷・4日㈰各9時～16時30分
会場同大学松戸キャンパス
内容模擬店、スタンプラリー、野菜・果物の販売、コンサート他
※詳細は戸定祭ホームページをご覧ください。
同大学同学部☎308－8706

今年のイチ押し JA東西しらかわ（福島県）特別出店
　「満点コシヒカリ」やプリンなどを販売します。福島牛の焼きたて牛串
も！（数に限りがあります）

緑の回廊アカデミック・リンク
～秋の戸定が丘散歩と園芸サイエンスカフェ～
　千葉大学園芸学部で整備中の「アカデミック・リンク松戸」を先取りし、
「園芸の未来」を体感できるイベントを開催します。
同大学同学部☎308－8706

緑の回廊アカデミック・リンクツアー
　戸定邸庭園と千葉大学松戸キャンパスの庭園を回遊しながら、2カ所の
園芸サイエンスカフェ（下記の表参照）のどちらかにご案内します。秋の知
的な一日をゆっくりお楽しみください。
日時11月3日㈷10時から、13時から（各15分前に戸定が丘歴史公園芝生広
場集合）　講師戸定歴史館館長（戸定邸庭園のみ）　案内松戸シティガイド　
定員各先着40人　費用無料
当日会場で（2コースのうちいずれかを選択）

園芸サイエンスカフェ
　千葉大学パナマコーヒー（同大学オリジナルブラン
ド）を味わい、松戸キャンパスの風景を眺めながら、
植物の不思議やランドスケープの魅力について担当
教員とのトークを楽しめます。
日時11月3日㈷10時～12時、13時～15時

会場 時間 担当教員 研究テーマ

洗心倶
ク
楽
ラ
部
ブ 午前 助教・渡辺洋一氏 松戸キャンパスとその周辺の植物変遷

午後 教授・三谷徹氏　 ランドスケープ：未来風景への提案
園芸学部100周年記念
戸定ヶ丘ホール

午前 助教・島田貴士氏 植物を顕微鏡を使って覗
のぞ
いてみると…？

午後 助教・出口亜由美氏 ダリア等の多様な花色の発現メカニズム

戸定祭
ホームページ

同大学
フェイスブック

　千葉大学園芸学部がクラウドファンディングにより整備を
予定している、図書館と庭園等の空間をつなげたテラス開放
空間です。詳細は同大学のフェイスブックをご覧ください。園芸学部100周年記念戸定ヶ丘ホール イギリス式庭園と洗心倶楽部

アカデミック・リンク松戸とは？

※学生ホールで学生による面白研究紹介も行います（サイエンスカフェ終
了後にご案内します）。
費用無料（希望者は別途コーヒー代）
当日会場で

ダリア「黒蝶」
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雨どい取付型雨水貯留タンクの
設置費用を補助します

9月は防災行政無線で2件の行方不明高齢者の探索を行い、全て発見されました。ご協力ありがとうございました。

日時①10月24日㈬②11月7日㈬③2月6日㈬④3月8日㈮各10時～16時
会場①新松戸市民センター②市役所新館8階会議室③馬橋市民センター
④市役所新館9階会議室　内容平成12年以前に建築した、木造在来軸
組工法の住宅（地上2階建て以下）の簡易耐震診断　※相談の際に、市で
行っている耐震診断助成・耐震改修助成・耐震に伴うリフォーム助成
についても説明します。　持ち物住宅の平面図（間取り図）　費用無料
電話で建築指導課☎366－7368へ

　一定規模以上の工事を実施する場合は、発注者による事前の届け出・元
請業者から発注者への事後報告・現場での標識の掲示などが義務付けられ
ています。分別解体や再資源化などが適正に行われているか、全国一斉パ
トロールを実施します。

木造住宅
耐震相談会

自宅の耐震相談をしてみませんか

対象となる工事の種類 規模の基準

建築物の解体 床面積の合計が80㎡以上

建築物の新築・増築 床面積の合計が500㎡以上

建築物の修繕・模様替等（リフォーム等） 請負金額1億円以上（消費税含む）

建築物以外の工作物の工事（土木工事等） 請負金額500万円以上（消費税含む）

建設リサイクル法に関する
全国一斉パトロール 建築指導課

　☎366－7368

　タンクに雨水を貯
た

めることで掃除や洗車、園芸の水やりなどに使うこと
ができます。また、短時間に多量の雨が降ったときに、屋根に降った雨の
一部を貯めることで敷地内から流れ出る雨水を減らすことができます。
　水資源の有効活用と水害軽
減のため、このタンクの購入・
設置費用を補助する「雨どい取
付型雨水貯留タンク設置事業
補助金制度」を実施していま
す。詳細はお問い合わせくだ
さい。　※補助金制度の申請前
に購入・設置した雨水貯留タ
ンクは補助の対象外です。

助成額上限35万円
対象市道またはその他の公共団体の所有する道路のうち、建築基準法第42
条第2項に指定されている道路
助成条件以下の全てに該当すること◦敷地の境界が全て確定している◦後
退用地の分筆と抵当権等の抹消ができる◦後退用地には塀、擁

よ う

壁
へ き

、樹木な
どがない

　天井裏などに入られると、糞
ふ ん

尿や騒音などに
よる生活被害を受ける可能性があります。
対策◦外壁等を点検し、侵入できそうな穴を塞

ふ さ

ぐ◦屋根に登れそうな木の枝を剪
せ ん

定
て い

・除去する
◦食べ物（特に甘い物）を放置しない◦家庭菜園
などでできた野菜や果物は早めに収穫する
ハクビシンの特徴◦全長約1m（尻尾を含む）◦体
重約2kg～4kg◦額から鼻先まで白い線◦長い尻
尾◦木登りができる◦直径約5cmの穴にも入れる

河川清流課
　☎366－7359

雨水の有効利用と水害軽減にご協力ください

建設総務課道路台帳班☎366－7357

10月24日㈬～30日㈫実施

※国際人文科は前期選抜等で募集定員に達した場合、後期選
　抜は実施しません。
※海外帰国生徒・外国人・中国等帰国生徒の特別入学者選抜等
　については、お問い合わせください。

学科・募集定員 普通科・280人 国際人文科・40人

前期選抜

志願資格

以下の両方に該当する人	
◦保護者と共に千葉県が定める第 2学区
　または隣接学区在住	
◦中学校もしくはこれに準ずる学校を卒
　業、または平成 31年 3月卒業見込み

以下の両方に該当する人	
◦保護者と共に千葉県内在住	
◦中学校もしくはこれに準ず
　る学校を卒業、または平成
　31年3月卒業見込み

選抜人数 168人以内 40人以内

検査内容 2/12 ㈫ 学力検査（5教科） 学力検査（5教科）
2/13 ㈬ 自己表現 面接・作文

入学願書等受け付け 2/1 ㈮ 9時～16時 30分・2/4 ㈪ 9時～16時に直接同校で
結果発表 2/19 ㈫ 9時から同校で

後期選抜
検査内容 2/28 ㈭ 学力検査（5教科）・面接
入学願書等受け付け 2/22 ㈮ 9時～16時 30分に直接同校で

結果発表 3/6 ㈬ 9時から同校で

日時月・火・水・金曜8時30分～18時　所在地東松戸2の27の1　対象病気の
ときまたは病気の回復期のため、集団保育や家庭保育が困難な生後57日目～
小学生　定員1日6人　持ち物母子健康手帳、健康保険証等、哺乳瓶・粉ミル
ク（必要な場合のみ）、お気に入りのおもちゃ・本、薬（医師から処方されてい
る場合のみ）、着替え一式2組、肌着2着～3着、パンツまたは紙おむつとお
尻拭き、ハンドタオル2枚、布団に巻くバスタオル2枚、食事用エプロン、ビ
ニール袋（汚れ物用）　費用4時間以内1,200円、以降1時間300円　※非課税
世帯は無料。
子育て支援課☎366－7347

利用希望日の前日（前日が休園日の場合はその前の開園日）の
13時から18時30分の間に、電話で同保育室☎391－7003に
申し込み　※非課税世帯の人はその旨をお伝えください。
当日、併設の「ひがしまつど小児科」で診察を受けた後、受け
入れを決定　※医師が症状の急変を予見した場合は、お預かり
できません。
申請書等を記入・提出し、利用料金を支払い

①申し込み

②受診

③利用

病児・病後児保育施設
「ひがしまつど小児科　病児・病後児保育室すこやかルーム」

利 用 方 法

市立松戸高校の新入生を
募集します 同校☎385－3201

　学務課☎366－7457

家庭でできる
ハクビシン対策

環境政策課☎366－7089

額から鼻先まで白い線 長い尻尾

狭あい道路の拡幅用地や
すみ切り用地の寄附の際に

測量登記費用の一部を助成します

要申込

10月23日㈫
オープン！

●広報まつど　2018年（平成30年）10月15日
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なお、情報提供は最寄りの交番または警察署へお願いします。　問高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343

　

　「幼稚園に入園させたいけれど、預けられる時間が短いので仕事と両立できない」「幼稚園は保育園よりも費用がかかるから
預けられない」と、お子さんの入園先として幼稚園を諦めていませんか。
　松戸市は幼稚園の預かり保育が充実しています。「働いていても幼稚園の教育を受けさせたい」「地域のお友達と同じ幼稚園
に通わせたい」「これから働きたい」とお考えの保護者の皆さん、働きながら幼稚園にお子さんを通わせるという新しい選択を、
ぜひご検討ください。

働きながら幼稚園という選択へ
幼児保育課☎366－7351

●広報まつど　2018年（平成30年）10月15日
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市ホームページ
「幼稚園W

ダブル
助成！

～松戸市は共働き
を応援します～」

市ホームページ
「私立幼稚園就園
奨励費助成金」

●預かり保育室で遊んだり、　幼稚
　園で行っている課外活動（別途費
　用負担）をして過ごします

●保護者と共に降園

私立幼稚園就園奨励費助成金
　お子さんが私立幼稚園に通園している全世帯が対象です。
世帯所得などに応じて年間最大308,000円に、松戸市独自の
助成額である年間30,000円を加算した額が助成されます。詳
細は市ホームページをご覧ください。

私立幼稚園預かり保育料助成金
　お子さんが預かり保育の実施園に通園し、保護者が1カ月当たり56時間以上の就労などを理由に保育を必要としている
世帯が対象です。
　幼稚園で預かり保育を利用した場合の負担額が、保育園に通うと仮定した場合の負担額とほぼ同じ額になるように、
月額で上限25,000円まで助成します（1年間分を後払い）。詳細は市ホームページをご覧ください。

私立幼稚園預かり保育って？
　幼稚園の通常の教育時間はおおむね9時～14時ですが、保護者の希望に
応じて、教育時間の前後の時間帯（朝夕）・夏休みなどの長期休暇中に、別
料金を支払うことでお子さんを預けることができます。
※預かり保育の料金や利用可能時間などは園によって異なります。

保育園とほぼ同じ時間預けることができます
◦10時間以上の長時間の預かり保育実施園が増えました。
◦夏休みなどの長期休暇中の預かり保育も充実しています。

保育園とほぼ同じ保育料で幼稚園に通えます
◦保育園に行っても幼稚園に行っても、支払う金額がほぼ同額となる助　
　成制度（私立幼稚園預かり保育料助成金　※詳細は下記）があります。

幼稚園の特色ある教育を受けることができます
◦各幼稚園の教育目標に沿ったさまざまな教育を受けることができます。
◦預かり保育時間に行われる課外活動も充実しています。

※教育内容や説明会・見学会・入園申し込みの日程などについては、直接
各園にお問い合わせください。

願書
取得

園による
選考

入園
決定

入園
手続き

説明会や
見学会に
参加

願書
提出

10月15日から 11月1日から

共働きなどの場合は、就園奨励費助成金とＷで受けられる！松戸市独自！

幼稚園預かり保育の一日の流れの例
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※朝夕の預かり保育時間は幼稚園によって異なります。詳細は各園にお問い合わせ
　ください。	
※長期休暇期間中は、教育時間を挟まずに一日を通して預かり保育を行います。	
※松戸駅前・新松戸駅前送迎ステーションでは、幼稚園の休園日（日曜、祝日を除
　く）にお子さんをお預かりします。

●保護者と共に登園	

●保護者が幼稚園にお迎え	

●預かり保育室で過ごします

●学びの時間	
●遊びの時間

朝の預かり保育終了
通常の教育時間開始

通常の教育時間終了
午後の預かり保育開始

幼稚園入園までの流れ

朝の預かり保育開始

午後の預かり保育終了

幼稚園で預かり保育を利用した場合の負担額
（保育料＋預かり保育料＋月額換算した入園料）

保育園に通うと仮定した場合の負担額
（保育料＋延長保育料）

預かり保育料
助成金

就園奨励費
助成金

W助成金

園名 所在地 電話番号
東漸寺幼稚園 小金359 347－8001
みやこ幼稚園 松戸新田516 367－3101
聖徳大学附属幼稚園 岩瀬550 368－6135

二
ふ

三
み

ケ
が

丘
おか

幼稚園 二ツ木1692 341－4548
大勝院幼稚園 大谷口143 344－2100
みやおか幼稚園 小金原3の11 341－6563
聖徳大学附属第二幼稚園 小金原7の14 341－6598
明和幼稚園 稔台2の35の10 363－4012
高塚幼稚園 高塚新田295の3 392－6955

園名 所在地 電話番号
八柱幼稚園 千駄堀1485の15 385－2557
新松戸幼稚園 新松戸3の256 344－4199
まるやま幼稚園 大橋372 330－8555
NEWいわさき幼稚園 西馬橋2の6の23 342－8706
NEWさかえ幼稚園 栄町4の252 361－0532
NEW金ケ作幼稚園 金ケ作306の66 385－3050
NEWかきのき幼稚園 三矢小台5の13の4 365－5656
NEW第二かきのき幼稚園 新松戸5の191 345－4722

預かり保育料助成金の対象幼稚園

市ホームページ「私立幼稚園
預かり保育料助成金」

ダブル

幼稚園に通う場合に受けられるW助成金 W助成金のイメージ

平成31年度から5園増えます

※NEW……平成31年度から対象になる園



11月18日㈰は松戸市議会議員一般選挙の投票日です　～選挙権　得た日の喜び　たいせつに～

秋の読書週間2018の催し（10月27日㈯～11月29日㈭）
企画展示「絵本で世界旅行！」
10月27日㈯～11月29日㈭　内容児童文学講座講師・宇野和美氏のプロ
フィール・著作紹介、海外の絵本の展示等

理
り

科
か

読
ど く

講座「東京大学サイエンスコミュニケーションサークル
『C

キ ャ ス ト

AST』の実験教室　空気と音の秘密に迫る！」　要申込
11月3日㈷ ①10時30分～12時 ②13時30分 ～15時　内容①空気と大気圧
②音と震え　対象小学生　定員各先着40人

10月16日㈫から、電話で同センター☎331－0077へ

中部小学校児童によるミニビブリオバトル
11月22日㈭15時 ～15時45分　対象幼児以上

対象市内在住　定員10人（抽選）
10月30日㈫〔必着〕までに、往復はがきまたはFAXに郵便番号・住所・

氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・FAX番号・返信用宛名を記入して、〒
271－0092松戸市松戸2062　子ども読書推進センター 331－1555へ

子ども読書推進センターからのお知らせ

◉市民大学講座
松戸市人権尊重都市宣言20周年記念「人権～その認識から人権擁護の取り組みへ～」〔全5回〕

日時 内容 講師

11/  7 ㈬ 10:00 ～ 12:00 人権尊重のあゆみ～世界人権宣言＆松戸市人権尊重都市宣言を
学ぶ～ 社会教育主事・櫻井茂氏

11/14 ㈬ 10:00 ～ 12:00 人権擁護活動の現状～人権擁護委員の活動から見えること～ 松戸人権擁護委員協議会会長・野村 義
ただし

氏

11/21 ㈬   9:00 ～ 16:40 ハンセン病回復者の人権～国立ハンセン病資料館・多磨全生園
見学～

I
イ デ ア

DEA ジャパン理事長・森元美
み

代
よ

治
じ

氏、多文化共生・人権ネットワー
ク代表・市川正

まさ

廣
ひろ

氏
11/28 ㈬ 10:00 ～ 12:00 いま、部落差別（同和問題）を考える 多文化共生・人権ネットワーク代表・市川正廣氏
12/  5 ㈬ 10:00 ～ 12:00 このまちに人権文化を築くために～多文化共生社会を目指して～ 松戸人権擁護委員協議会常務委員・森めぐみ氏
会場文化ホール〔11月21日㈬のみ市民劇場前集合・解散（バス使用）〕　定員30人（抽選）　費用無料

◉市民自主企画講座
松戸の牧と馬の物語パートⅥ（牧

まき
馬
うま
会
かい
）〔全3回〕

日時 会場 内容 講師
11/14 ㈬ 10:00 ～ 12:00 市民会館 小金牧と野馬の歴史 聖徳大学講師・相原正義氏
11/21 ㈬ 10:00 ～ 12:00 JR 南柏駅集合 現地見学

同会メンバー
11/28 ㈬ 10:00 ～ 12:00 市民会館 明治時代の牧の開墾・幸谷村の農民の生活
定員30人（抽選）　費用無料

ほっとひと息！ママのリフレッシュタイム（マル・モリクラブ）〔全3回〕　
日時 内容 講師

① 11/20 ㈫ 10:00 ～ 12:00 簡単メイク（子育て中のスキマ時間にできる自分磨き） 美容セミナー講師・大澤典子氏
② 11/29 ㈭ 10:00 ～ 12:00 からだを動かして汗をかこう（ハードエクササイズ） 健康運動指導士・熊谷恭子氏
③ 12/  5 ㈬ 10:00 ～ 12:00 性教育について（ジェンダーフリー等） 助産師・やまがたてるえ氏
会場新松戸市民センター　定員先着20人　持ち物①メイク道具②運動ができる服装、室内用シューズ、飲み物、タオ
ル、ヨガマットまたはバスタオル　費用無料　※一時預かりあり（6カ月～未就学児、先着 6人、要申込）。　
※この講座のみ往復はがきでは申し込めません。

「講座サポーター」募集（市民大学講座のみ）
内容会場設営、受け付け等の手伝い

講座参加申し込みの際に、往復はがきまたは申し込みフォー
ム備考欄に「講座サポーター希望」と記入してください。

群読の楽しみ～みんなで声を出してみよう！舞台にもチャレンジ！～（朗読で人生を楽しむ会）〔全4回〕
11月17日㈯・24日㈯、12月8日㈯・22日㈯各13 時 30 分～15 時 30分　会場勤労会館　講師朗読講師・石上瑠美子氏
定員50人（抽選）　費用無料

葉の色分けで見る樹木調べ（千葉大みどりの会）〔全２回〕
11月18 日㈰・25日㈰ 各 9 時～12 時　会場千葉大学園芸学部　講師千葉大学大学院園芸学研究科教授・百

もも

原
はら

新
あらた

氏　
定員20人（抽選）　費用無料

分科会　時間10時30分 ～12時（10時から受け付け）　定員各先着30人
　シニア世代の皆さんが生きがいを持って地域の担い手を目指すきっかけ
づくりとして、テーマごとに事例発表を行います。

テーマ 発表団体（予定） 会場
市民大学で学ぶ 日立百年塾、中野区民大学他

市民劇場
仕事づくり年金プラスα

アルファ

～たまり場の研究～
たまり場ニッポン他

街歩きを楽しむ 自然と歴史の松戸他

青少年と創年 青少年育成アドバイザー他

コミュニティ 入間狭山所沢連合他 松戸市観光協会

プロボノチャレンジ 高齢者支援課職員他 文化ホール

全体会　時間13時30分 ～16時　会場市民劇場　定員先着320人
　シンポジウムを開催し、他自治体の市民大学と交流します。

内容 講師
オープニング 聖徳大学名誉教授・福留強氏他
シンポジウム「幕末庶民の学舎から、明治維
新を考える」 歴史研究者・原口泉氏他

共通 電話または申し込みフォームで生涯学習推進課☎367－
7810へ
※電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。

要申込

まつど生涯学習フォーラム
～創

そ う

年
ね ん

市民大学東日本大会～
11月7日㈬　費用無料

共通会場同センター　費用無料　 同センター☎331－0077

日時 内容
11/20㈫ 10:00～15:00 市立図書館・児童奉仕・絵本について
11/27㈫ 10:00～15:00 読み聞かせの方法

11/29㈭ 10:00～12:00 講座「絵本っておもしろい！」　
講師児童書専門店H

ハ ッ ク ル ベ リ ー

uckleberry B
ブックス
ooks店長・奥山恵氏

12/ 4㈫ 10:00～12:00
または13:00～15:00 実践発表、まとめ

  1/17㈭ 10:00～12:00 講座「おはなし会をもっと楽しく！」　
講師藤田浩子氏

おはなしボランティア養成講座〔全5回〕　要申込

申し込みフォーム

秋の生涯学習講座 要申込

共通 10月23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、10
月24日㈬から電話で受け付け。
※電車・バスなどの公共交通機
関をご利用ください。

申し込みフォーム

●広報まつど　2018年（平成30年）10月15日
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投票日当日に投票所に行けないと見込まれる人は、期日前投票をご利用ください。　問選挙管理委員会事務局☎366－7386

10月 24日
㈬〔必着〕まで
に、往復はが
きに希望教室
名・郵便番号・
住所・氏名（ふ
り が な ）・ 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「秋の消費者教室
係」（☎366－7329）へ　※往復はが
き 1枚につき 1人のみ（複数教室可）の
申し込み。　※①②④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）。　※抽選結果は10月26日㈮
以降に通知。　※定員に満たない場合
は、10月30日㈫から電話で受け付け。

教室名 日時 会場 講師 定員
（抽選） 持ち物 費用

① ブーム到来！オリジナル消
しゴムはんこ作り

11/27 ㈫ 
10:00 ～ 12:00 ゆうまつど

消 し ゴ ム は ん こ
ア ー テ ィ ス ト・
u
う ち こ
chico 氏

20 人 筆 記 用 具、 持
ち帰り用袋 1,000円

②
クラフトバンドで作ろう！
おしゃれでかわいいクリス
マスリース

11/29 ㈭ 
10:00 ～ 12:00 ゆうまつど

クラフトバンドエ
コロジー協会認定
講師・立川理恵氏

30 人
筆 記 用 具、 は
さ み、 速 乾 性
木工用接着剤、
持ち帰り用袋

700円

③

レストランパティシエに習
おう！楽しく彩るクリスマ
ス料理～鶏肉のトマトソー
ス煮、プレゼント型に包ん
だクレープ～

12/5 ㈬ 
10:00 ～ 13:00

京葉ガス F
松 戸 第 2
ビル

お 菓 子 教 室 f
ファン
un 

f
フェール
aire 代表・津

つ

々
つ

木
き

仁美氏
20 人

筆 記 用 具、 エ
プ ロ ン、 三 角
巾、布巾 2 枚

800円

④ 知って得するマル秘ワザ！
お洗濯のコツ教えます

12/6 ㈭ 
10:00 ～ 12:00 ゆうまつど ライオン㈱快適生

活研究所職員 40 人 筆記用具 無料

⑤
寒い冬こそ栄養を！野菜
ジュースでアレンジ料理～
キーマカレー、キャロット
とヨーグルトのゼリー～

12/11 ㈫ 
10:00 ～ 13:00

京葉ガス F
松 戸 第 2
ビル

㈱伊藤園社員 20 人
筆 記 用 具、 エ
プ ロ ン、 三 角
巾、布巾 2 枚

無料

自動車税の納付はお済みですか
　平成 31年 5月まで、自動車税の未納
がある人に対する給与・預金・自動車な
どの差し押さえをさらに強化します。
未納の場合は、至急納付してください

松戸県税事務所☎361－2193、県税
務課☎043－223－2127

国民健康保険料の納付済確認書（控除資
料）について

　年末調整のため早めに必要な場合は、
個別に発送または国民健康保険課・各支
所の窓口で発行できますので、お問い
合わせください（納付済確認書は所得税
の控除資料として必要になります）。な
お、納付済確認書は毎年 1月下旬に一斉
に発送します 同課収納担当室☎366
－ 7299

大規模小売店舗の新設届出の縦覧と意
見書の提出

縦覧および意見書提出期限 12/25㈫ 縦覧
場所 商工振興課 対象店舗（仮称）ケーズ
デンキ松戸八柱店 同課☎711－6377

10/21㈰15時からの松戸都市計画の変
更（新松戸駅東側地区）に関する公聴会は、
公述申出がなかったため中止します
都市計画課☎366－7372

10/23㈫14時からの松戸都市計画公園
の変更案の概要に関する公聴会は、公
述申出がなかったため中止します
公園緑地課計画班☎366－7380

社会教育施設非常勤職員登録者募集
勤務日 週 3日程度（土・日曜、祝日を含
む） 勤務時間 施設により異なる（夜間を
含む場合あり）勤務場所 図書館・公民館・
青少年会館他 業務内容 受付・窓口業務等
時給 900円（別途交通費支給）選考方法
欠員が生じた場合に、登録者から書類
選考後、面接　※登録の有効期限は提
出日から1年 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

市公式ホームページについてのアン
ケートにご協力ください

　見やすく分かりやすいホームページ

作成の参考とするため、皆さんのご意
見をお聞かせください
実施期間 1 0 / 3 1 ㈬ ま で
回答方法 市ホームページで

広 報 広 聴 課 ☎ 3 6 6 －
7320

「働き方改革を推進するための関係法律
の整備に関する法律」が公布されました

　従来の働き方や休み方を見直し、働
く人が個人の事情に応じた柔軟な働き
方を選択できる社会を実現するため、
時間外労働の上限規制の導入、年次有
給休暇の確実な取得、正規雇用労働者
と非正規雇用労働者の不合理な待遇差
の禁止などが盛り込まれています 千
葉労働局雇用環境・均等室企画部門☎
043－306－1860

11月～12月は「労働保険適用促進強化
期間」

　労働保険は、働く人が労働災害を被っ
たときや失業したときに所定の保険給付
を行う制度です。労働者を1人でも使用
する事業主（農林水産業の使用労働者5人
未満の個人事業を除く）は、労働保険徴
収法により労働保険への加入が義務付け
られています 千葉労働局労働保険徴収
課☎043－221－4317、柏労働基準監
督署☎04－7163－0248、ハローワー
ク松戸☎367－8609（部門コード21#）

ポリ塩化ビフェニル（PCB）使用安定器
のアンケート調査

　業務用・施設用蛍光灯器具の一部に
は PCBを含んだ安定器が使用されてお
り、平成35年3月31日までに処理する
ことが義務付けられています。未処理
の安定器の現状を把握するため、県に
よるアンケート調査を実施しますので
ご協力をお願いします 昭和52年3月
以前に建てられた事業用建物の所有者

県廃棄物指導課☎043－223－4344

講座・講演・催し

千葉県産酒フェア「千葉のフルーツワイ
ン」
10/27㈯・28㈰ 各11時～18時 松戸

観光案内所（松戸駅下車） 試飲、即売
会他 （一社）松戸市観光協会☎703－
1100

お知らせ 保育d
で

e就職！@千葉保育のしごと就職
フェスタ
10/28㈰ 12時 30分～16時 聖徳大

学・聖徳大学短期大学部（松戸駅下車）
保育所（園）や児童福祉施設等の採用担当
者との個別相談、職場に関する相談等　
※10時から特別講座「発達が気になる子
どもへの対応」も開催（要申込） 当日会
場で 千葉県福祉人材センターちば保育
士・保育所支援センター☎043－222－
2668

臨時教職員候補者（講師）の説明会
10/30㈫9時30分から 東葛飾合同庁

舎（市役所向かい） 東葛飾教育事務所管
内（松戸市・柏市・野田市・流山市・我孫
子市・鎌ケ谷市）の小・中学校に勤務を希
望する人 同事務所管理課☎361－2124

交通遺児援護バザー
11/3㈷10時 ～14時 市民会館　※収

益は交通遺児を励ますための活動等に充
てられます 松戸交通安全母の会事務局

（市民安全課内）☎366－7341

ハーブ講習会「ハーブのある楽しい暮ら
し」
11/7㈬13時30分～15時〔雨天決行〕
金ケ作育

いく

苗
びょう

圃
ほ

ハーブ研究家・桐原春
子氏 先着50人 電話で（公財）松戸み
どりと花の基金☎710－2851へ

フェイシャル・ヨガ
11/8㈭・22㈭・29㈭ 各15時～16時
二十世紀が丘市民センター 顔のたる

みやむくみの改善・予防、健康促進 各
先着30人 各500円 電話で同センタ
ー☎392－7021へ

福祉のしごと就職フェアinちば　参加
施設等・求職者募集
11/17㈯13時 ～16時 幕張メッセ他
社会福祉施設等との面談等 ①ブー

ス設置を希望する社会福祉施設等②社会
福祉施設等への就職を希望する人 ①
20,000円 千葉県福祉人材センター☎
043－222－1294

講座「介護保険制度を使って自分らし
く生きよう～家族やパートナーに介護
が必要になっても～」
11/21㈬10時 ～12時 ゆうまつど

介護保険サービスや地域包括支援センタ
ーの利用方法他 市内在住・在勤 先着
20人　※一時預かりあり（ 6カ月～小学2
年生、先着8人、要申込） 電話または
FAX・市ホームページの申
し込みフォームに住所・ 氏
名・年齢・電話番号を記入し
て、男女共同参画課☎364－
8778、 364－7888へ

日帰りバス旅で国際交流～ちばの魅力
再発見！ワンデイ・トリップ～
11/28 ㈬7時45分市役所駐車場前集

合、18時解散 久留里城
じょう

址
し

見学（君津
市）、はちみつ瓶詰め体験、昼食（和食）、
日本酒資料館見学（富津市） 先着35人

〔（公財）松戸市国際交流協会会員優先〕
7,000円（会員5,500円） 11/6㈫ま

でに、電話で同協会☎366－7310へ　
※11/14㈬までに、費用を同協会事務所
へ持参または口座振込

会議

緑推進委員会
10/19㈮10時 ～12時 市役所新館5

階市民サロン 傍聴定員 先着10人 みど
りと花の課保全班☎366－7378

介護保険運営協議会
10/25㈭ 14時から 市役所新館 7階

大会議室 傍聴定員 先着10人（13時45分か
ら受け付け） 介護保険課 ☎366－7370

入札監視委員会
10/26㈮ 9時 30分から 市役所新館

5階市民サロン 傍聴定員 先着10人（9時
20分まで受け付け） 契約課☎366－
1151

障害者計画推進協議会
10/31㈬13時～15時 市役所新館 7

階大会議室 傍聴定員 先着10人（12時45
分から受け付け） 障害福祉課 ☎366－
7348、 366－7613

教育委員会会議
11/8㈭ 9時から 京葉ガスF松戸ビル

5階会議室（傍聴は8時 30分から受け付
け） 教育企画課☎ 366－7455

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

秋の消 費 者 教 室 要申込

楽しく彩るクリスマス料理

市ホームページ

市ホームページ
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青少年会館文化祭 &青年フェスティバル「平成」
11月3日㈷10時～16時　会場青少年会館　 同館☎344－8556　

時間 内容　※費用の記載がないものは無料 会場

10:00 ～ 11:50 青少年サークルの発表
松戸ブラスオルケスター、ポップインベリー、松戸馬橋高校合唱部、松戸青少年交響楽団、Candy Girls

体育室
12:50 ～ 14:30

青少年サークル・講座の発表
キッズ・ヒップホップ（青少年教室）、松戸ダンスアカデミー、クラルテウインドオーケストラ、フェアリー
ズバトンチーム、マーブルチョコ

15:00 ～ 16:00
PPP（パーカッション・パフォーマンス・プレイヤーズ）の演奏
リズムは楽器だけじゃない！体を使って、日用品を使って、誰でも何を使っても、音楽は奏でられる！有
名アーティストと共演し世界各地で活躍する個性派メンバーと、「一瞬たりとも見逃せない！」参加型パー
カッションエンターテインメント！

10:00 ～ 15:00 プリンセス体験 2 階廊下
10:00 ～ 15:30 ダーツに挑戦 !! & ペーパーリース作り　定員先着 200人

集会室
10:00 ～ 15:00 平成ドロローンおばけを作ろう！（工作）　定員先着 200人　費用 100円
10:00 ～ 15:30 カプラで作ってみよう！ ～未来の形～ クラブ室
10:00 ～ 15:30 劇団“奇想天外＂ 演劇公演「Light & Magic Theater」 美術室
10:00 ～ 15:30 どきどきぐるぐる段ボールトンネル★ 和室
10:00 ～ 15:00 ヘイ！セイ！あそぼう !!　費用 100円 学習室
10:00 ～ 16:00 時代をかけぬけろ！スタンプラリー ロビー
10:00 ～ 15:00 超絶あそびひろば！ 3 階廊下
10:00 ～ 15:00 青少年会館でつな渡り？スラックラインに挑戦しよう！

中庭
12:30 ～ 15:00 バルーンアート

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

　優しい色彩で描かれた日本画5点を展示します。ぜひご覧
ください。
日時10月23日㈫ ～12月
24日㉁各9時～22時　
※月曜休館（月曜が祝・休
日の場合は開館し、翌日
閉館）　
会場森のホール 21　1階
エントランスホール　
費用無料

社会教育課美術館準備室
　☎366－7463

11月7日㈬・8日㈭各9時30分市役所地下玄関集合、15時30分ごろ解散　コース市役
所→戸定邸・戸定歴史館→河原塚古墳→旧齋藤邸（昼食）→博物館→王子神社→市役所
対象市内在住・在勤　定員各16人（抽選）　
持ち物昼食、水筒、虫よけスプレー、タオル、
歩きやすい服装・靴など　費用無料
※マイクロバスで移動。徒歩や階段もあります。

10月24日㈬〔必着〕までに、往復はがきに参
加者全員（1枚につき 2人まで）の住所・氏名

（ふりがな）・年齢・日中に連絡可能な電話番
号・希望日・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（☎ 366
－7462）へ

坂元洋介作品展

『サンクチュアリ』

松戸を旅して文化財と
秋の風情を楽しもう 要申込

文化財史跡めぐり

※模擬店が出店します。　
※時間や内容は変更になることがあ
ります。定員があるイベントは、時間
内でも終了している場合があります。
※駐車場はありません。公共交通機
関をご利用ください。当日 9 時 45
分から16時15分まで、JR新松戸駅・
青少年会館間で無料シャトルバスを
運行します。
※当日お手伝いしてくれるボラン
ティアと、ダンボール迷路を一緒に
作る子どもたちを募集しています。
詳細はお問い合わせください。

秋の松戸を楽しもう！

新
八
柱

東松戸駅からの
ルート

レンタカー店

真隆寺
卍

J
R
武
蔵
野
線

東
松
戸
駅

新鎌
ケ谷

北総
線

旧齋藤邸

東松戸駅から徒歩約 10 分案内図

櫻井亜木子氏

秋山富義氏鈴木結佳氏石綿千乃氏

クラシックコンサート
演奏石綿千乃氏（オーボエ）、鈴木
結佳氏（クラリネット）、秋山富義
氏（ファゴット）

11時～11時45分

旧齋藤邸祭り国登録有形文化財 入場無料

会場旧齋藤邸

定員各先着50人　
※10時から整理券を配布します。

（1人1枚）

コンサート

その他の催し物

　旧齋藤邸は、1901（明治34）年に建てられた住
居で、主屋と離れは茅

か や

葺
ぶ き

屋根です。庭園では、竹
林や梅、松などをはじめとする四季折々の植物が
楽しめます。平成29年6月に市で初めての国の登
録有形文化財（建造物）に登録されました。
　古民家を活用したイベントをお楽しみください。
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用く
ださい。
※荒天の場合は、一部変更または中止となる場合
があります。

社会教育課社会教育班☎366－7462

琵
び

琶
わ

コンサート
演奏櫻井亜木子氏（薩摩琵琶）

13時45分～14時30分

10月27日㈯ 10時～15時30分

　絵画・写真展、体験コーナー（絵手
紙制作・竹紙漉

す

き・機織り・アロマハ
ンドマッサージ）、アートパネル展示、
軽食・菓子・野菜販売コーナー（有料）

明治期の景観が復元された戸定邸庭園
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（一社）P
ペ ア

AIR☎364－8832、文化観光国際課☎366－7327

パラダイスエア
ロングステイ・プログラム アーティスト来日！

市 民 会 館 プ ラ ネ タ リ ウ ム 室

ハロウィーン特別投影 要申込  
10月27日㈯・28日㈰各10時30分・13時30分・
14時30分・15時30分（各回約20分）
内容ハロウィーンや星空の話　※先着300人に
特製シールをプレゼント。　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階で受け付け

★

寄せ植えを楽しもう
11月18日㈰10時 ～11時30分
講師グリーンアドバイザー・福岡美津江氏　定員先着12人　
持ち物はさみ、レジ袋（大2・小1）、土入れ用のミニスコップ、
薄手の手袋、エプロン、新聞紙、割り箸、手拭きタオル　費
用2,600円

東松戸ゆいの花公園の講座 要申込

共通会場同公園マグノリアハウス
10月16日㈫から、電話で同公園管理センター☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

へ

ロールケーキづくり
申し込みフォーム

ハロウィン行進
申し込みフォーム

イベント 時間 内容

ハロウィン
フェスティバル

ハロウィン行進 & ランウェイショー
要申込

10:10 ～ 12:45
13:30 ～ 16:00

ハロウィンファッションで街を行進！商店街のお店でお菓子をゲットした後
は、ランウェイをさっそうと歩こう！プロカメラマンに向かってポーズ！
定員各先着100 人　費用各200円　 申し込みフォームで

キッズダンスパフォーマンス 12:45、　16:00 出演 W
ウ ィ ル

illW
ウォール

all
フェイスペイント 10:00 ～ 17:00 ハロウィンペイントでハッピーな 1 日を★　費用 500円

菓子まつり

餅つき体験 & 販売 10:30 ～ 11:00 毎年大人気！つきたてのお餅を販売します。
餅つき体験もできるよ！

菓子組合　出店 10:00 ～ 17:00 各店舗自慢の品がその場で買えます。
地元のお菓子を味わおう！

松戸白宇宙かぼちゃロールケーキづくり
要申込 13:30 ～ 14:30 ロールケーキを作ろう！（作ったケーキは持ち帰り）

定員先着 50 人　費用 500 円　 申し込みフォームで

ワークショップ 10:00 ～ 17:00 チョークアート、おばけ手形アート、ヘアタイ…ハロウィンにちなんだグッ
ズを手作りしよう！ハロウィンダンボール迷路もお楽しみに♡

ハロウィングッズの販売 10:00 ～ 17:00 ハロウィングッズがいっぱい。いろいろあって迷っちゃう♪

11月星空観望会「月・M31アンドロメダ銀河」要申込  
11月17日㈯18時 ～20時　内容プラネタリウムで星空解説後、
屋外で天体望遠鏡を使った星空観望（雨天・曇天の場合はプラネ
タリウムのみ）　定員80人（抽選、中学生以下は保護者同伴）　
費用無料

10月16日㈫から、電話で同館☎368－1237へ

天然素材S
サ ノ
ANOEフラワーの壁掛けアレンジ

11月1日㈭10時30分 ～12時
講師サノフラワー教室「パールブーケ」主宰・須賀かおる氏　
定員先着8人　持ち物はさみ、ハンドタオル　費用2,000円

春まで楽しむ寄せ植えの育て方
11月10日㈯10時 ～11時30分
講師花

か

卉
き

園芸家・後
ご

閑
か ん

早苗氏　定員先着10人　費用1,000円

東松戸ゆいの花公園
　松戸駅前のアーティスト・イン・レジデンス「PARADISE AIR」で、
今年もロングステイ・プログラムがスタート！世界中から450件
もの応募があり、その中から審査によって選ばれた2人のアーテ
ィストが、約2カ月間松戸に滞在し、制作を行っています。
　オープンスタジオは、そんな2人の作品を知り、直接交流でき
る貴重な機会です。お気軽にお越しください。

ハロウィーン
特製シール（デ
ザインは複数
あります）

同館☎368－1237

アリシヤ・ロガルスカ（ポーランド出身、イギリス・ロンドン在住）

ジュピター・ブラウン（アメリカ出身、カナダ・モントリオール在住）

アーティストに会えるオープンスタジオ
日時 10月20日㈯・21㈰各10時～17時
会場 PARADISE AIR（松戸市本町15の4 ハマトモビル5階）

　黒人クィア（性的マイノリティー）のパフォ
ーミング・アーティストであり、作家。詩的
なアイデアに関心を寄せ、パフォーマンス作
品やインスタレーション作品を制作している。

　国際的な活動を展開するアーティスト。リ
サーチを軸に、パフォーマンス、映像、イン
スタレーションなどさまざまな領域を横断し
ながらコラボレーションを行い、社会の構造
や日常に内在する政治的要素に注目した作品
を制作している。

マグノリアオータムフェス
PROJECT1867 ～ゆいの花Park Concert～

松戸ハロウィンフェスティバル2018 &菓子まつり

ハロウィンー花
は な

育
い く

10月21日㈰10時 ～11時30分
講師フラワー心理セラピスト・福岡美津江氏　対象5歳児～小
学生　定員先着15人　持ち物はさみ、のり、クレヨン、マス
キングテープ　費用800円

日時10月28日 ㈰13時30分 ～ 14時30分（12時45
分開場）　会場同公園マグノリアハウス　出演新日
本フィルハーモニー交響楽団員・荒川洋氏（フルー
ト）、鈴木大介氏（ギター）　定員先着70人（事前申
込不要）　費用無料　
※屋外にスピーカーを設置しています。緑と花に囲
まれながら園内でも聞くことができます。
その他のイベント

苔
こ け

玉
だ ま

づくり11時30分、14時30分、15時45分（所
要時間1時間）　費用各500円　 当日会場で
芋煮会11時30分から
野菜の販売・工作教室11時から　※お子さんにハロウィーンプレゼントもあります。

公園緑地課☎366－7380、同公園管理センター☎384－4
よ

1
い

8
は

7
な

　戸定歴史館で昨年から実施している1867年パリ万博150周年
記念「PROJET1867」のコンサート。今回は、戸定邸を飛び出して、
ゆいの花公園での開催です。戸定邸の歴史から生まれた楽曲『1867』
や、緑豊かな自然を感じることのできる曲目が演奏されます。

マグノリアオータムフェス
PROJECT1867 ～ゆいの花Park Concert～

商工振興課☎711－6377  
10月28日㈰10時～17時〔雨天中止〕　会場松戸駅西口周辺および松戸駅西口デッキステージ 
　松戸駅西口がハロウィン一色に！ランウェイショーやお菓子作りなどのイベントがいっぱい！フェ
スティバルでは、自慢のハロウィンファッションをプロのカメラマンがパチリ。たくさんのお菓子も
みんなを待ってるよ！

鈴木大介氏荒川洋氏
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7



要申込

　子どもの目から見れば、親の保護はいつも不十分です。でも、親の
不十分さにこだわっていると、子どもはいつまでも自立できません。親
の保護には限界があることを知り、悲しく諦めるとき、子どもは思春
期を乗り越え、社会参加へと歩みを進めていきます。
　このことについて、 映画「千と千尋の神隠し」の主人公・千尋をモ
デルに考えましょう。

日時11月27日㈫13時30分～15時30分（13時
開場）　会場市民劇場　講師ちば心理教育研究
所所長・光元和憲氏　定員先着200人　※一時
保育あり（6カ月～未就学児、先着10人、11月16
日㈮までに要申込）。　費用無料　※手話通訳・
要約筆記あり。

子ども家庭相談課☎366－3941

　成年後見制度って？お金の管理や契約が難しくなったら？そんな疑問を、
社会福祉士による講演とよしもと芸人の楽しいコントで解消します。
日時11月4日㈰13時30分～ 15時30分　場所千葉西総合病院アネックス館
大講堂　定員先着300人　費用無料　※手話通訳・要約筆記あり。

電話またはFAXで、高齢者支援課☎366－7343、 366－7748もしくは
障害福祉課☎366－7348、 366－7613 へ

　働くことに悩みを持っている人が自分らしく働けるよう、多様な支援サー
ビスでサポートしています。相談・プログラム受講は無料です。気軽にお電
話ください。
開所日時火～土曜（祝日を除く）9 時30分～17時
会場松戸商工会議所別館（松戸駅下車）
内容◦キャリアカウンセラーとの個別相談
　　◦セミナーやパソコン講座、職場体験などのキャリア開発プログラム
　　◦臨床心理士による心理カウンセリング
対象求職中の15歳～39歳

同ステーション☎703－8301

　就職に関する相談やセミナー（一般職業適性検査・面接対策）、職場
見学・体験の様子など、まつど地域若者サポートステーションで行われ
ている支援について説明します。説明会終了後に個別相談もできます。
日時11月7日㈬・24日㈯各13時30分～14時　会場松戸商工会議所
別館（松戸駅下車）　定員各先着10人

電話で同ステーション☎703－8301へ

　定年後の再就職活動のノウハウについて、ワーク
やロールプレイを交えて深く学んでいきます。
日時11月①3日㈷②10日㈯各10時 ～12時30分　会場勤労会館　講師
1 級キャリアコンサルティング技能士・菊地克幸氏　対象おおむね 55歳以
上65歳未満　定員先着30人（①②のどちらかのみの受講も可）　持ち物雇
用保険受給資格者証（持っている人のみ。雇用保険受給中の就職活動実績
になります）　費用無料

電話で商工振興課☎711－6377 へ

会場市民劇場他　対象50歳以上　定員各先着15人　費用各9,000円（別
途教材費）

10月22日㈪〔必着〕までに、はがきに住所・氏名・年齢・電話番号・希
望コース番号を記入して、〒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中高年英語教室係（☎330－5005）へ

日時11月17日㈯13時～17時　
会場文化ホール内松戸フューチャーセン
ター　ファシリテーターNPO国際ファ
シリテーション協会理事・影山貴

たか

大
ひろ

氏、
生涯学習推進課主催のファシリテーター
養成講座受講生　定員先着20人

電話で同課☎367－7810へ

　目的や価値観が異なる個人・団体同士をつなげるファシリテーション
（対話）の技法を地域活性化に生かす
方法を考えませんか。

ランパンプス もぐもぐピーナッツ

成年後見制度普及啓発講演会

笑って納得！成年後見 　

シニア世代向け再雇用促進セミナー

55歳からの実践就職活動
〔全2回〕　　　　

①シニアの働き方を見つけよう
②応募書類の作成から面接対策まで

シルバー人材センター中高年英語教室

「対話」でまちを面白くする
 　〜対話の活用法をみんなで考えよう！〜

日程 時間
コース〔各全9回〕

番号 内容
11/14㈬・21㈬・28㈬、
12/ 5㈬・12㈬・19 ㈬、
 1/ 9㈬・16㈬・23㈬

10:15～11:45 ① 楽しく学ぶ基礎英語会話（初級）

13:15～14:45 ② 楽しく学ぶ基礎英語会話（初級）
11/16㈮・30㈮、
12/ 7㈮・14㈮・21㈮、
 1/11㈮・18㈮・25㈮、
 2/ 1㈮

14:15～15:45 ③ 英語に自信がない人、集合！（初級）

講座名 日時 

①

初めてのパソコン＆インターネット講座 11/ 5 ㈪～  8 ㈭　 9:30 ～ 12:30

Word を使った文書作成講座 11/ 5 ㈪～　 8 ㈭　13:30 ～ 16:30

Excel を使った表計算講座 11/10 ㈯ ・17 ㈯　 9:30 ～ 16:30

Excel 応用講座（Excel 経験者） 11/12 ㈪ ～15 ㈭　13:30 ～ 16:30

Access 基礎講座（Excel の知識がある人）11/26 ㈪ ～29 ㈭　 9:30 ～ 12:30

PowerPoint 基礎講座 11/19 ㈪ ・20 ㈫　 9:30 ～ 16:30

PowerPoint 応用講座（経験者向け） 11/12 ㈪～15 ㈭　 9:30 ～ 12:30

デジタル写真はがき講座 11/26㈪～29 ㈭　13:30 ～ 16:30

② 切り絵講座 11/ 6 ㈫ ・20 ㈫、12/4 ㈫・18 ㈫
 各13:00 ～ 16:00

③ 日商簿記 2 級受験講座 11/17～ 2/9 の ㈯（12/29 除く ）
10:00 ～ 16:00

定員先着①各10人②15人③20人　
費用①各12,000円（会員事業所・団体会員メンバーは各10,000円）
　　②4,000円、別途道具代・教材費
　　③30,000円（会員事業所・団体会員メンバーは27,000円）、別途テキスト代
※①は開催日の7日前に申し込みが1人以下の場合は中止。　
※①③は若年者職業訓練講座助成金の対象講座です。

 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
講座のお知らせ 要申込

Windows7
使用

思春期　母への許し
〜千尋の場合〜

松戸フューチャーセンターフォーラム2018

要申込

要申込

要申込

子育て
講演会 まつど地域若者

サポートステーションが
お手伝いします

まつどサポステ説明会を開催します

要申込

就職に悩める若者へ

光元和憲氏

●広報まつど　2018年（平成30年）10月15日
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　地域・大学・市が連携し、子育て中の親とその子どもを応援します。大
学教員や保育者を目指す学生と一緒に、子育ての楽しさを体験しましょう。

子育て広場　おやこで “ゆるりん”
11月2日㈮・5日㈪・9日㈮・16日㈮・19日㈪・30日㈮ 各10時～12時
費用各100円

おやこで“ゆるりん”講座「いっしょにおどろう」
11月16日㈮11時～11時30分
保育者のたまごのコンサート「クリスマスコンサート」
11月30日㈮11時～11時30分

共通
会場聖徳大学10号館　対象2歳児までの子と保護者

子育て支援課☎366－7347

聖徳大学・聖徳大学短期大学部

松戸子育てカレッジ

新松戸駅下車）　講師①松戸市医師会会長補佐・高
田丈

たけし

氏②認定 NPOウィメンズアクションネットワーク
（　WAN）理事長・上野千鶴子氏　対象市内在住・在勤
定員先着700人　費用無料

電話で高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366
－7343、またはFAX・Eメールで在宅医療・介護連携
支援センター 701－7535、 matsudo- zaitaku
@circus.ocn.ne.jpへ

愛の献血
11月①11日㈰10時～11時45分、13時～16時②28日㈬9時30分～11時30
分、12時45分～16時　会場①ダイエー新松戸店前（JR新松戸駅下車）②マ
ブチクラブ（松飛台176）　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。

健康推進課☎366－7487

健康塾「介護の日」お互いが無理のない介護生活を
～看護・介護・リハビリの側面から～
11月14日㈬14時30分 ～16時　会場東松戸病院梨香苑　講師同病院介護
士・看護師・理学療法士　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

松戸学官連携推進事業
「聖徳大学　食に関する講演会」
11月①17日㈯②18日㈰各14時～15時30分　会場聖徳大学1号館　内容①起
業した管理栄養士が考える、経営とフードスペシャリストの意義～美

お い

味しい！
続けられる健康的な食事とは～②災害から考える食の危機管理～災害食を
活用した食教育・防災教育～　講師①管理栄養士のビストロE

エ イ ゼ ン

IZEN副代表・
高
こう

野
の

翠
みどり

氏②日本災害食学会理事兼副会長・別府茂氏　定員各先着200人　
費用無料　※手話通訳・要約筆記あり。

聖徳大学知財戦略課☎365－1111、政策推進課☎366－7072

健康・かんたん・幸せごはん～野菜プラス1～
「簡単でおいしい料理講習会」
11月22日㈭10時 ～13時　会場小金保健福祉センター　定員先着20人　
持ち物エプロン、三角巾、布巾2枚、筆記用具　費用500円

電話で食育ボランティア松戸・旬
しゅん

菜
さい

キッチン・石橋 ☎346－0261または
小金保健福祉センター☎346－5601へ

要申込

糖尿病教室①糖尿病のお薬について知ろう！～質問受け付け
ます～②糖尿病と口のケア③あなたの糖を燃やします～運
動療法のすすめ～④検査のあれこれ
①10月26日㈮②10月31日㈬③11月5日㈪④11月16日㈮各14時 ～15時（13
時45分開場）　会場総合医療センター 2階会議室　講師同センター①薬剤
師②歯科医師・歯科衛生士③理学療法士④臨床検査技師　費用無料

同センター栄養管理室☎712－2511（内線1091）

認知症予防教室〔全3回〕
①10月27日㈯14時30分～16時②11月2日㈮③11月9日㈮各14時～15時30分
会場新松戸市民センター　講師①新松戸診療所所長・栄

さかえ

原
ばら

智
とも

文
ふみ

氏②③リヴィ
タップ新松戸オーナー・石坪直樹氏　対象おおむね60歳以上　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

認知症サポーター養成講座
11月1日㈭13時30分～15時　会場勤労会館　対象市内在住・在勤・在学　
定員先着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

介護者のつどい　
11月1日㈭14時～15時　会場あつまーれ幸

こう

樹
じゅ

 （日暮7の344）　対象介護をし
ている人またはしていた人　定員先着10人　費用無料

電話で東部高齢者いきいき安心センター ☎330－8866へ

頭とカラダでどっこいしょ～介護予防体操と認知症予防～
　
11月9日㈮10時 ～11時30分　会場シニア交流センター　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　定員先着40人
費用無料

10月31日㈬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

市民向け公開講座①「病気になっても自宅で最後まで暮らす
ためには」②「在宅独り死を阻む10の壁」
11月10日㈯14時～16時30分　会場流通経済大学新松戸キャンパス講堂（JR

まつど健康マイレージ付与 …

要申込

要申込

要申込

要申込

要申込

要申込

上野千鶴子氏

要申込
松戸健康福祉センター（松戸保健所）
各種無料相談・検査

相談名（原則予約制） 日時 予約・問い合わせ

不妊相談
電話（予約不要） 11/13 ㈫ 9:00 ～ 11:30

☎361－2138
来所 11/13 ㈫ 13:30 ～ 15:00

思春期相談 11/12 ㈪ 14:00 ～ 17:00
精神保健福祉相談 11/ 1 ㈭・19 ㈪ 各14:00 ～16:00
酒害相談 11/15 ㈭ 14:00 ～ 16:30

エイズ
検査

即日検査 11/ 6 ㈫・20 ㈫ 各13:30 ～14:00

☎361－2139夜間検査 11/20 ㈫ 17:30 ～ 18:30
※検査日の1週間前の9時から予約（定員あり）
※梅毒、クラミジア、B型・C型肝炎の検査も可

DV相談
電話（予約不要） ㈪～㈮ 9:00 ～ 17:00

☎361－6651
来所 原則㈮ 9:00 ～ 17:00

障がい者
差別相談

電話（予約不要）
㈪㈫㈭㈮ 9:00 ～ 17:00 ☎361－2346

367－7554来所

15

　暑かった夏が終わり、ようやく秋を迎えています。例年この時期から流行
するインフルエンザの予防について考えてみましょう。毎年11月ごろから
広がり始めるインフルエンザですが、大流行したり重い合併症を引き起こし
たりするおそれがあります。流行期には多いと千数百万人がインフルエンザ
で医療機関を受診するといわれています。多くの場合は自然に治っていきま
すが、重い合併症が起こることがあります。幼児ではインフルエンザ脳症、
高齢者では肺炎が危険な合併症とされています。感染を防いだり、重症化を

インフルエンザの予防対策を
はじめましょう！

あなたの健康 403 防いだりするには早めの対策が大切です。
　インフルエンザの予防には、ワクチンの接種が重要と考えられています。
ワクチンを接種することで発症の危険性を約50%～ 60%減らすことがで
き、高齢者ではインフルエンザの重い合併症での死亡のリスクを82%減ら
すことができるとの報告もあります。ワクチン接種後は、約2週間後から抗
体が増え、1カ月前後で予防効果のピークを迎えます。インフルエンザの流
行は例年 1月から 2月になるため、11月末ごろまで（遅くても12月中旬ま
で）にはワクチンを接種することが望ましいと考えられています。
　流行期の感染予防の基本は、マスクの着用とうがい・手洗いです。ワク
チンを接種したらインフルエンザに感染しないと考える人も多くみられます
が、日頃からの予防が何よりも大切です。

松戸市医師会 http://www.matsudo-med.or.jp/

●広報まつど　2018年（平成30年）10月15日
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開館時間…9:30〜17:00（入館は
16:30まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）　
入館料…共通券一般320円など。個
別入館券一般250円（戸定邸）、150
円（歴史館）など

◆企画展 　明治150年「忘れら
れた維新　静かな明治」
12/24 ㉁ まで

21世紀の森と広場内
博物館
〒270−2252 松戸市千駄堀671
☎384−8181

以下の人は、博物館と戸定歴史館は観覧無料◦中学生以下 ◦市内在住の70歳以上（博物館のみ）◦身体障害
者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている人とその人1人につき付き添いの人1人

開館時間…9:30〜17:00（入館は
16:30まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）、くん蒸期間、年末年始
常設展観覧料…一般300円、高校・大
学生150円（20人以上団体料金あり）
※障がい者専用以外の駐車場はあり
ません。21世紀の森と広場の有料駐
車場をご利用ください。

◆ 11/3 ㈷・23 ㈷ は、常設展・
特別展ともに観覧無料です
◆松戸市制施行75周年・開館
25周年記念特別展「ガンダー
ラ～仏教文化の姿と形～」
11/25 ㈰まで
会場企画展示室
◆担当学芸員による展示解説会
10/27㈯、11/4 ㈰・25 ㈰
各14:30～15 :20
会場企画展示室入口集合（申込
不要）　費用特別展観覧券が必要
◆学芸員講演会「仏教文化の
受容～古墳・飛鳥・白鳳～」
10/28 ㈰ 13:00 ～ 15:00
会場講堂　講師同館学芸員　定

パークセンター
☎345−8900

21世紀の森と広場

講座は全て申込制。電話でパークセ
ンターへ（9:00～17:00）

員先着80人（申込不要）　費用
無料
◆講演会「姿を現した白鳳仏～
飛鳥・川原寺裏山遺跡を掘る～」
11/10 ㈯ 13:00～15:00
会場森のホール21レセプション
ホール　講師群馬県立歴史博物
館館長・右島和夫氏　定員150
人(抽選 )　費用無料　 10/23
㈫〔必着〕までに、往復はがき（１
人１枚）に、郵便番号・住所・氏
名（ふりがな）・電話番号・返信
用宛名を記入して、「11/10 講演
会」係へ
◆日本西アジア考古学会・松戸
市立博物館連携講演会「ガラス
が語るシルクロードの東西交流」
11/17 ㈯ 13:00 ～ 15:00
会場講堂　講師国士舘大学講
師・小寺智津子氏　定員80人(抽
選) 　費用無料　 10/30㈫〔必
着〕までに、往復はがき（１人１枚）
に、郵便番号・住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・返信用宛名を
記入して、「11/17 講演会」係へ
◆ガイドツアー（総合展示解説）
随時受け付け（常設展観覧券が
必要）

開館時間…9:00〜16:30
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※みどりの相談室は、水・土・日曜と祝
日の10:00〜12:00と13:00〜15:30
（電話相談あり）。
※バーベキューのお問い合わせは、☎
385－1815へ。

◆健康と癒やしの森歩き～心
と身

か ら だ

体で楽しむ森林浴～
11/10 ㈯ 10:00 ～11:30
講師千葉 県森林インストラク
ター会　定員先着 25 人　費用
無料
◆冬から春まで楽しむハンギ
ングバスケット
11/11㈰ 13:30 ～15:30
講師ガーデンコーディネーター・
杉田佳

よし

子
こ

氏　定員先着 24 人　
費用2,200 円

◆虫たちの冬探し
11/17 ㈯ 10:00 ～11:30
講師自然解説員・高橋紘

こう

輝
き

氏
定員先着25人　費用無料

戸定歴史館
☎362−2050

開館時間…10:00〜18:00
（初日と最終日は公開時間が変更にな
る場合があります）
休館日…月曜

◆金曜デッサン会作品展
10/16 ㈫～ 21 ㈰

森田☎346－3606
◆全日本写真連盟松戸支部写
真展
10/16 ㈫～ 21 ㈰

河
こう

野
の

☎386－7131
◆科学と芸術の丘 2018
10/20 ㈯・21 ㈰

文化観光国際課 ☎366 －
7327
◆グループK展
10/23 ㈫～ 28 ㈰

野田☎367－9200
◆かな書道芳

ほう

静
せい

会
かい

展
10/23 ㈫～ 28 ㈰

田原☎363－0016
◆松戸市文化祭
10/30 ㈫～ 11/4 ㈰

生涯学習推進課☎367－
7810
◆松戸クロッキーの会作品展
11/6 ㈫ ～11㈰

細
ほそ

谷
や

☎384 － 4736
◆ひぐらしの会
11/6 ㈫ ～11㈰

小池☎384 － 6973
◆アトリエ新松戸カルチャー
教室展
11/13 ㈫～ 18 ㈰

岩㟢☎342－ 6006

文化ホールギャラリー
☎367−7810

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※申し込みのないものは当日会場で。
※スポーツ推進委員主催。

●ヘルスバレーボール教室
10/20 ㈯19:00～21:00　会場
東部スポーツパーク体育館　

岩下☎090－5531－8004
●ソフトバレーボール教室
11/4 ㈰ 9:00～11:00　会場常
盤平体育館　 浅野 ☎ 090－
4012－7686
●グラウンド・ゴルフ教室
11/4 ㈰ 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
●バドミントン大会（個人戦）
初心者11/9㈮中級者以上11/16
㈮ 各 9:00 ～15:00　会場柿ノ
木台公園体育館　費用 1ペア
1,000 円　 10/28 ㈰までに、
電話で坂平☎366－3432 へ
●小金原地区グラウンド・ゴル
フ大会
11/18 ㈰ 9:00～13:00　会場旧
根木内東小学校　対象同地区在
住　定員先着70人　 10/31
㈬までに、電話またはFAXで市
村☎ 342－6190 へ

運動公園
☎363−9241

◆ヨガ教室①やさしいヨガ②
パワーヨガ
10/15 ㈪・29㈪、11/5 ㈪・12㈪

◆博物館ミュージアムシアター
会場講堂　定員各回先着80人（申込不要）　費用無料　

上映開始時間 内容

ミュージアムシアター
（平日）13:15、15:15
（土・日曜、祝日）15:15

10
月

〈知の回廊　第78回〉「ギリシアから日
本に来た神々」〈30分〉

11
月

〈極める・日本の美と心 奈良の名
めい

刹
さつ

⑥〉
「飛鳥寺・当麻寺」〈50分〉

午前11時の名画座
11:00

10
月

〈アレクサンドロス大王と東西文明 第
3話〉「神々のはるかな旅」〈30分〉

11
月

〈森浩一が語る日本の古代 第9巻〉
「東海・関東の地域学」 〈86分〉

土日祝のキッズシアター
（土・日曜、祝日）13:15
※10/28㈰、11/17㈯は
除く

10
月

アニメ〈ふるさと再生 日本の昔ばなし〉
「風の神と子供たち」他2話〈25分〉

11
月

アニメ〈ふるさと再生 日本の昔ばなし〉
「あとかくしの雪」他2話〈25分〉

各①10:00～10:50②11:00～
11:50　会場武道館　対象18歳
以上　定員各先着20 人　持ち
物上履き　費用1回500円　
当日会場で

◆気軽に楽しむ樹木観察～色
づく木々の葉と果実～
11/18 ㈰ 10:00 ～12:00
講師自然解説員・栗田吉

よし

治
はる

氏
定員先着25人　費用無料
◆ウメの剪

せん

定
てい

～実 際に木を
切って学ぼう～
11/29㈭10:00 ～12:00
講師千葉大学助教・三輪正幸
氏　定員先着30人　費用無料

●常盤平児童福祉館☎387－3320
※改修工事のため、12月末まで休館します。

●移動児童館☎387－3320
わくわく広場 運動公園会議室木曜10時30分～11
時50分　稔台市民センター金曜（23日を除く）10時
30分～11時50分　内容体操・手遊び他　対象乳
幼児と保護者
あそぼう会 六実市民センター月曜（5日を除く）15時
～16時30 分　青少年会館樋野口分館 火 曜15時 ～
16時30分　柿ノ木台公園体育館 水曜15時15分 ～
16時30分　運動公園会議室 木曜15時～16時30
分　稔台市民センター金曜（23日を除く）15時 ～

16時30 分　内容しおりを作ろう！、ストーンペ
インティング他　対象主に小学生

●根木内こども館☎315－2985
親子でパン作り教室 3日㈷10時～12時　対象小
学生以上の子と保護者（要申込）
パティシエ教室10日㈯・24日㈯各10時 ～12時
内容ケーキ作り　対象小学4年生以上（要申込）
ひょうたんの会 13日㈫11時15分 ～12時　内容
手遊びとお話　対象乳幼児と保護者
音楽で遊ぼう14日㈬10時～11時　内容リトミッ
ク　対象乳幼児と保護者（要申込）　
絵本はじめのいーっぽ 23日㈷11時20分～12時
内容読み聞かせと絵本紹介　対象乳幼児と保護者
工作くらぶ24日㈯13時～15時　内容オイルパス
テル（線でつなげるバチック）　対象小学生以上

11月 （無料）
●野菊野こども館☎331－1144
あかちゃんたいむ7日㈬10時30分～11時30分　
対象1歳6カ月までの子と保護者
絵本のじかん9日㈮11時30分～12時　対象乳幼
児と保護者
中高生タイム 水・金曜17時～19時、土曜（3日を
除く）17時～20時　内容フリータイム（17日㈯は
のぎクッキング）　対象中学・高校生
のぎっこひろば18日㈰13時30分～15時　内容公
園で遊ぼう！　対象幼児と保護者、小学生
●森のこども館☎331－1144
（21世紀の森と広場内森の工芸館）
森の中であそぼう3日㈷10時～16時　対象幼児
と保護者、小学生以上
松戸モリヒロフェスタ23日㈷～25日㈰　会場パー
クセンター付近　内容日替わり工作、カプラ他

和名ケ谷スポーツセンター　プール教室のご案内
教室名 開催曜日

（祝日除く） 時間

水中ウオーキング 火曜 10:00～10:30
水中コンディショニング 火曜 14:00～14:40

アクアビクス 水曜 10:00～10:40、11:00～11:45
（どちらか1回のみ参加可）

土曜 19:00～19:50
エンジョイスイミング 木曜 11:00～11:50
バタフライ集中コース 金曜 14:00～14:50

会場同センター温水プール
対象18歳以上
費用温水プール入場料

（1時間300円、以降30分
ごとに150円）

同センター
　☎391－5990

スマートフォン・タブレット用アプリ「マチイロ」を利用して広報まつどを配信しています。ぜひご利用ください。

晴香園フェスタ2018
「平成ラスト！～次の時代へのかけ橋～」

　「平成」をテーマに、平成の時代に流行した美
お

味
い

しいメ
ニューや楽しい遊びを用意してお待ちしています。ぜひお
越しください。
日時11月3日㈷10時30分 ～13時30分〔雨天時は屋内で
実施〕　会場児童養護施設晴香園、根木内こども館

同園・大野☎345－2722

◆新松戸東パークハウス写真
クラブ写真展
11/13 ㈫～ 18 ㈰

秋山☎345 － 7326

●広報まつど　2018年（平成30年）10月15日
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●小金原歌唱サークル見学会
10/16 ～11/6 の㈫ 13 時～16時 小

金原体育館 カラオケ愛好者 電話で同
サークル・宮崎☎090－2168－5107へ
●ターゲット・バードゴルフ体験教室

① 10/18 ㈭ ② 10/24 ㈬ 各 9 時～11
時30分 ①六高台スポーツ広場 B ②牧
の原グラウンド緑地 電話で松戸市ター
ゲット・バードゴルフ協会・伊藤☎090－
4739 －3829 へ
●なぎなた教室

10/19 ～11/16の㈮10時～12時 運
動公園武道館 20 歳以上 各先着10
人 電話で松戸市なぎなた連盟運動公
園グループ・栗山☎346－5095 へ
◆着物地や帯地で少し角ばったリバー
シブルベストを作りましょう

10/20 ㈯、11/10 ㈯ 各 13 時 ～ 15 時
家庭文庫ピッピ（新京成松戸新田駅

下車） 各先着8人 各1,000円 電話
で同文庫・足立☎368－5334 へ
◆稔台フレンド寄席

①10/20 ㈯ ②11/17 ㈯ 各19 時 から
オオイ文化センター（新京成みのり台駅

下車）出演 ①昔
せき

昔
せき

亭
てい

全
ぜん

太
た

郎
ろう

氏②三
さん

遊
ゆう

亭
てい

遊
ゆう

七
しち

氏 各200円 稔台フレンドクラブ・
小林☎367－ 6579
◆松戸土建まつり

10/21 ㈰10時～15時〔雨天中止〕 新
松戸中央公園 千葉土建松戸支部☎368
－7700
◆墨

ぼく

真
しん

会
かい

水墨画展
10/21㈰～25㈭各10時～16時（10/25

は15時まで） 本土寺（JR北小金駅下車）
同会・河合☎ 346 －2218

◆きよしケ丘演芸会
10/21 ㈰ 12 時 45分～16 時30 分

きよしケ丘町会会館 先着50人 300
円 磯部☎090－9312－6215
◆リラックスヨガ体験会

10/23 ㈫・30 ㈫各12 時～14時 明
市民センター 各500円 電話でリラッ
クスヨガサークル・山田☎ 090 －7244
－1817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
◆企業活性化相談

10/24 ㈬、11/28 ㈬各14時～18時
勤労会館 市内中小企業経営者 電話
で千葉県能率総合研究所相談事務局（㈱
ティーシーイーエム内）☎ 047－ 481－
8531へ
◆不登校からの進路相談会

10/25 ㈭18 時30 分～20 時30 分
市民会館 先着30人 500円 電話で
不登校問題を考える東葛の会ひだまり・
鹿
かの

又
また

☎080－5069－7072へ
◆市民公開講座「がん治療を支える心
と体のトータルサポート」

10/27 ㈯ 13 時～15 時 国立がん研

究センター東病院（柏市） 先着250
人 オープンキャンパス事務局☎04－
7133－1111（代表）
◆労災職業病なんでも相談会

①10/27 ㈯ ②11/24 ㈯ 各13 時 ～16
時 ①船橋市勤労市民センター②千葉市
中央コミュニティセンター 弁護士・労
働安全衛生管理者・ソーシャルワーカー
との相談 千葉中央法律事務所☎043
－225－4567
◆朗読教室「美

み

宙
ゆう

」朗読発表会
10/31 ㈬ 13 時 ～16 時 市 民 劇 場
直接会場で 同教室・金子☎384 －

0644
◆健康料理教室「千葉の野菜で元気
もりもり カルシウムたっぷりレシピ」

11/1 ㈭ 10 時～14時 京葉ガス松戸
ショールーム（松戸駅下車） 先着20人
500円 電話で（公社）千葉県栄養士会
☎043－256－1117（平日10時～16時）へ
●ワルツ・ジャイブ講習会〔全3回〕

11/1 ～15 の㈭ 19 時～21 時 稔台
市民センター JDC スタンダード A 級・
田原健二氏 中級者 4,000 円 電話
でクルミダンス・大場☎ 080 －1579 －
4358（昼間のみ）へ
◆盲導犬体験フェア in 松戸

11/3 ㈷ 10 時～15時 ふれあい 22
先着 120 人〔盲導犬体験歩行は当日

先着60人（視覚障がい者優先・小学3年
生以上対象）〕 11/1 ㈭までに、電話で
盲導犬を普及させる会事務局☎ 090－
8003 －7790 へ
●ワルツ・チャチャチャ講習会〔全3回〕

11/3 ～17の㈯13時～15時 八ケ崎
市民センター JCF スタンダード・ラテン
A 級・安部邦臣氏 中級者 4,000 円

電話で八ケ崎ダンスサークル・大場☎
080－1579 －4358（昼間のみ）へ
◆盆栽と山野草展

11/4 ㈰・5 ㈪各10 時～16 時 竹ケ
花自治会館 松戸盆栽愛好会・武井☎
387－ 0455
●アーチェリー初心者教室〔全4回〕

11/4 ㈰・11 ㈰・23 ㈷・25㈰各13 時
～16時 運動公園体育館多目的室 2
10m 初歩実技 中学生以上 先着8 人

3,200 円 電話で松戸市アーチェリー
協会・浜辺☎342－4706 へ
●体験エアロビクス・ストレッチ

11/5 ㈪ 9 時 30 分～11時 運動公園
体育館 20歳以上 先着10人 ビビッ
ト FC・飯塚☎ 070 － 6424－7965
◆元気高齢者の活躍サポートセミナー
①生活支援サービス研修②サロン居場所
研修

① 11/6 ㈫・7 ㈬ 各 10 時 ～16時 ②
11/20 ㈫・21 ㈬各10 時 ～16時 ①勤
労会館他②市民会館他 各先着30人
各 3,000円 電話で NPO たすけあいの
会ふれあいネットまつど事務局☎ 710 －
7450（平日 9 時～17 時）へ

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、 マークは市民活動助成事業です）
…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

◆千葉県生涯大学校東葛飾学園浅間
台教室園芸コースオープンキャンパス
①庭木②野菜③花

か

卉
き

①11/6 ㈫② 11/8 ㈭③ 11/10 ㈯各12
時 30分～15時 同教室（京成バス上矢
切バス停下車） 同コース未受講の 55
歳以上 各先着 20 人 FAX で同教室

711－5066 へ
◆童謡菜の花コンサート

11/6 ㈫14 時～15時45分 アミュゼ
柏（柏市） 先着120人 当日会場で
童謡菜の花・満永☎343－7409
●やさしい篆

てん

刻
こく

教室（年賀状用の印章作成）
11/6 ㈫・8 ㈭各14 時～17 時 市民

会館 各1,000円 電話で百
ひゃく

星
せい

会
かい

・佐藤
☎090－7826－8435 へ
●松戸市レディース卓球大会

11/9 ㈮ 9 時 ～17時 運動公園体育
館 ランク別個人戦 市内在住・在勤の
女性 800円 電話で松戸市レディース
卓球連盟・組田☎ 346－4491へ
◆韓国語（初級・中級）を勉強しよう

11/10 ㈯・17 ㈯、12/8 ㈯・22 ㈯ 各 9
時20分～10時50分 市民会館 各先
着10人 各1,500円 電話でコリアン
ガーデン・土山☎360－2440 へ
●人形劇・おはなし・あそびの広場 in
松戸

11/10 ㈯ 13 時 30 分～15 時30分

子ども読書推進センター 松戸子どもの
文化連絡会・﨑野☎703－ 9897
●社交ダンス初級・中級者講習会（ワ
ルツ等）

11/10 ㈯・24 ㈯、12/1 ㈯・8 ㈯各13
時 30分～15時30分 常盤平体育館
市内在住・在勤 男女各先着15人 各
1,000円 電話で松戸市ダンススポーツ
協会・太田☎ 090－3694 －7560（17
時以降）へ
◆「 明日もあるさ会」皆で 歌おう in 
松戸

11/12 ㈪ 13 時 30 分～16 時 小金市
民センター 先着100人 500円 電
話で生涯現役ときわ会・大久保☎ 080 －
5027－1903 へ
◆講演会「自立に向けて～社会性や自
主性を育てるには～」

11/13 ㈫ 10 時 30 分～12時 ふれあ
い 22 先着 30人 FAX で松戸市こと
ばを育てる会・飯島 389 －5453 へ
●家庭婦人バレーボール大会

11/24 ㈯、12/2 ㈰各8時30分から〔代
表者会議（11/17 ㈯14時、運動公園会議
室）に要参加〕 運動公園体育館他 学
区で編成されたチーム 1チーム2,000
円 11/9 ㈮〔必着〕までに、郵送で 松
戸市家庭婦人バレーボール連盟・大沢☎
090－6528－0421

●フォト倶
ク

楽
ラ

部
ブ

さくら会
月 1 回撮影会、年5回展示会 常盤

平市民センター他 月500円 坂巻☎
388－6136
●稔台リズム体操同好会

㈯ 9 時～11時 稔台市民センター
ストレッチ等 女性 2,500円

1,000円 矢吹☎090－1606－7607
●ポルカ（ストレッチ、リズム体操）

㈪ 13 時～14 時30分 新松戸市民
センター他 50 歳以上の女性 先着
10人 月1,500円 1,000円 小柴
☎342－4524（午前中）
◆松戸子どもの本ネットワーク

第3 ㈬10 時～13時 子ども読書推
進センター 年1,500円 古

ふる

山
やま

☎ 347
－3725
◆マーガレットヨガサークル

㈬19時～21時 勤労会館 月2,000
円 500円 名

な

和
わ

☎ 080－5435 －
6537
◆松戸歌声サロン（童謡・唱歌・抒情歌）

第 3 ㈪14 時～16時 松戸アリエッ
タホール（松戸駅下車） 月1,200円
金
かね

谷
や

☎ 090－3491－7373
◆ M

エム

i
アイ

社交ダンスサークル
㈮ 14 時 ～ 16 時 小 金 原 市 民 セ

ンター 月4,000 円 谷
たに

本
もと

☎ 090－
5503－8083（13 時～17 時）
◆茶道勉強会

第 1 ㈯ 13 時 30 分～16 時 30 分
新松戸市民センター 月 2,000円 原
田☎ 090－6008－1953（17 時以降）
◆金曜会（硬式テニス）

㈪㈬㈮ 9 時～11時 栗ケ沢公園庭球
場 月1,000円 浪

な に わ

花☎345－8780
◆健康太極拳小金クラブ

月 4 回㈭ 9 時～ 10 時 30 分 小金
市民センター 月 2,000 円 1,000
円 向

むこう

田
だ

☎090－8306－4727
◆フレッシュテニスクラブ

㈪㈭9時～13時 小暮自動車コート
（金ケ作） 60歳以上の男性、55歳以
上の女性 1回500 円、年10,000円
福本☎383－4365

◆新松戸 L
リ ン ク ス

INKS（バスケットボール）
㈫ 9 時～ 15 時のうち 2 時間 運動

公園体育館 月1,000円 西尾☎090
－1798－5400
◆ベーシックダンスサークル

㈬12 時～14時 小金市民センター
月3,500円 1,000円 飯村☎080

－5659－5058
◆中国語学習会

㈯10時～12時 勤労会館 月3,500
円 吉田☎090－5258－5570
◆水彩画教室彩の会

㈫ 9 時 30 分～13時 明市民セン
ター 月3,000円 森川☎386－0510
◆大人のぬり絵水彩画サークル

㈪13時～15時 新松戸市民センター
1回1,250円 佐藤☎345－8112

◆気功友の会（練
れ ん

巧
こう

• 楊
よ う

名
め い

時
じ

太極拳）
月 3 回㈭ 9 時 30 分～ 11 時 30 分
市民会館 63歳以上 月600 円

1,000円 正岡☎ 388－4664
◆おんがく集団四分休符（吹奏楽）

㈰ 9 時～12時 森のホール 21 リ
ハーサル室 月1,500 円 500 円
江坂☎ 080－9679－0503
●コーロ・さくら（合唱）

㈭11時～13時 市民会館 月5,000
円 高橋☎362－7083
●矢切筝

そう

曲
きょく

サークル
月3回㈭13時～17時 矢切公民館
琴・爪（貸し出しあり） 月4,000円
4,000円 大熊 ☎361－1524

●小金南体操クラブ
㈫15 時～17時 小金市民センター
50歳～75歳 月1,600円 1,000

円 中川☎080－1121－4677
●東部健康体操クラブ

㈭14時～15時30分 東部スポー
ツパーク体育館 50歳以上 月2,000
円 1,000円 七

しち

田
だ

☎392－9477
◆ドイツ語学習のためのルターバイ
ブル講読会

㈬10 時～12時 柏モア（柏駅下車）
半年2,000円 中村☎080－5073

－4613

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

松戸シティガイド新 会 員 募 集
　戸定邸や千葉大学園芸学部洋風庭園、松戸宿・小金宿・矢切地区の文
化・旧跡などを案内するボランティアです。おもてなしの心でガイドをし
てみませんか。
※入会説明会と講習会の両方への参加が必要です。
 入会説明会　11月11日㈰10時～11時30分　会場松戸観光案内所（松戸駅下車）
 講習会〔全4回〕　11月17日㈯・24日㈯、12月1日㈯・8日㈯各10時～15時
会場松戸観光案内所、勤労会館　費用2,000円
共通 10月31日㈬〔必着〕までに、往復はがきに住所・氏名・電話番号・返
　　信用宛名を記入して、〒271－0092松戸市松戸1874　（一社）松戸市
　　 観光協会　松戸探検隊ひみつ堂（☎727－7825）へ

要申込
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冒険はこれからです！
　皆さん、こんにちは！私はギテレス・ハビ
アです。「ハビ」と呼んでください。8月の初
めに松戸市の国際交流員（CIR）として働き
始めたばかりですが、もうこの仕事と街が
大好きになりました。故郷はカリフォルニア
のトーランスという都市で、大学で日本語
を勉強しているうちに、日本に住みたいと考
えるようになりました。特に、市民とつなが
りを持ったり、生活について話し合ったりす
ることを楽しみにしています。
　CIRとして松戸の国際的なアピールを高め、
日本人と外国人の間に国際的な友情を築く
ことを積極的に手伝いたいです。その他に、
姉妹都市や他国との友好関係にも貢献した

The Adventure Begins!
Hi everyone!  My name is Javier Gutierrez, but please call me Javi 
(pronunciation: ha-vee). I just started working as a Coordinator for 
International Relations (CIR) for Matsudo City at the start of August. So 
far I enjoy my job and my city! I am originally from Torrance, California, 
and I became interested in living in Japan as I studied Japanese in 
college. I am particularly excited at the possibility of connecting with the 
people of Japan and exchanging stories of our lives together.
As a CIR, I hope to improve Matsudo’s foreign appeal and help everyone, 
Japanese and foreigners alike, have the opportunity to forge cross-
cultural friendships with one another. I also look forward to assisting the 
city’s relationships with its sister cities and other countries. In August I 
participated as a judge in the High School English Speech Contest. The 
English of the students was overall phenomenal, and I hope from here 
on out that these students continue to flourish on their international 
platform.
From now on, our senior CIR Ha and I will take turns writing this column. 
I would be happy if together we can share with you our thoughts and 
feelings about our experiences in Matsudo. While I am still very new to 
Matsudo City, I know that there will be many interesting things to talk to 
you about.
Well, you’ll hear from me again in December, so until then, have fun!

気軽に連絡してください！　Please contact us anytime!
mccir@city.matsudo.chiba.jp （English・Tiên g Viêt・Español・日本語= OK!）
文化観光国際課☎366－7327

高校生英語スピーチコンテストの審査員と高校生
（前列左端がハビ）

Matsudo City International Portal

いと思います。8月には高校生英語スピー
チコンテストに審査員として参加しました。
素晴らしい高校生のスピーチを聞き、より
多くの学生が今後、国際舞台で活躍するこ
とを期待しています。
　これからCIR の先輩ハーさんと共に、交代
でこのコラムを書いていきます。松戸での経
験について、私の考えや感想をシェアできれ
ば幸いです。私はまだ松戸市の初心者で
すが、面白いと感じることを皆さんにたく
さんお伝えしていきたいです。
　次回は12月15日号でお会いしましょう。
お楽しみに！

みんなを笑顔にするために
まつど応援キャラクター・松戸さん

開通直前イベントの松戸インターチェンジで

本郷谷市長から花束を受け取る羽賀選手（左）

国際交流員レー・ガン・ハーが松戸の魅力を紹介します

この頃は、ハ・・・ビッ！
 Here comes Ja...vi !

Discover Matsudo's many charms with CIR Javier Gutierrez
国際交流員ギテレス・ハビアが松戸の魅力を紹介します

幸せアルバム

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文字以内・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11月生
満面の笑顔！
すみっこが好き♡

平成30年6月生
お風呂が大好き、か
やのです。ミルクた
くさん 飲んで 大き
くなりま～す♪

平成28年9月生
沢山お話ししてくれる巌
大。巌大のお喋

しゃべ

りは誰に
似たのかな☆本当に可

か わ い

愛
くて愛

いと

おしい存在です！

さ
く
ら
ち
ゃ
ん

巌
がん

大
た

ちゃん

佳か

矢や

乃の

ち
ゃ
ん

　「がんばりまつどぉ～！」と、今日も元気に「出勤」する「まつど応援キャ
ラクター・松戸さん」。市制施行70周年を記念して、松戸中央ライオンズク
ラブが2014年に公募して誕生しました。一度見たら忘れられないそのお顔
は、髪の毛が「松」の木へん、目と鼻が「松」のつくり、口が「戸」になってい
ます。生まれも育ちも松戸。今も松戸在住で、妻と一男一女を愛する永遠
の49歳です。
　七草マラソン、松戸モリヒロフェスタ、ラストサマーフェスなど、たくさんの
イベントに「出勤」する松戸さん。これまでで特に印象に残ったイベントを聞い
てみると、今年5月に開催された東京外かく環状道路開通直前イベントを挙
げてくれました。「高速道路を歩いたりお友達と遊んだり、他ではできない貴
重な思い出。松戸が便利になったこともうれしいまつどぉ～♪」とにっこり。
　いつもはビシッとスーツに身を包んでいますが、他にもいろいろな衣装
に着替えて、活躍の場をどんどん広げています。どっしりした体形ながら
も、走ったり綱引きをしたりバルーンアートを作ったりと軽快に動き回る松
戸さんを見て、「会ってみたら印象
が変わりました」と話すファンも多
いそうです。
　松戸さんスタッフの村上さんは、

「活動を始めて今年で5年目です。
知名度も上がってきたみたいで、市
外のイベントでも『松戸さんだ～』
とお友達が駆け寄ってきてくれる
機会が増えてうれしいですね」と裏
話を教えてくれました。すると松戸さんは、「私の知名度ではなく、松戸の知
名度が上がったことがうれしいまつどぉ～♪」と一言。地元愛あふれるその
一言に、松戸さんのまっすぐな姿勢が感じられます。
　今後もあちこちに「出勤」予定の松戸さん。「プロ野球の始球式に一度出
てみたいまつどぉ～♪」と夢を語ります。そして今、松戸さんは「ゆるキャラ
グランプリ2018」にエントリー中。5年目の挑戦となる今年が「最後の挑戦」
と意気込んでいます。「いつも応援ありがとまつどぉ～♪投票期間、最後ま
でよろしくまつどぉ～！」と猛烈アピール。終わりに「松戸のみんなが、毎日
笑顔で過ごせるように願ってまつどぉ～ (木●́ ム` ●)」と市民の皆さんにエ
ールを送ってくれました。
※松戸さんの今後の出勤予定は、「松戸さん」運営委員会公式ブログをご覧
ください。　 https://ameblo.jp/matsudosan/

松戸中央ライオンズクラブ☎382－6676

ゆるキャラグランプリで松戸さんを応援しよう！
投票期限11月9日㈮18時　投票方法ゆるキャラグランプ
リホームページで。（右記QRコードまたは「ゆるキャラグ
ランプリ　松戸さん」で検索） QRコード

ウィルチェアーラグビー世界選手権で優勝

羽賀理
ま さ

之
ゆ き

選手が市を表敬訪問
　2016 年のリオデジャネイロパラリンピックでウィ
ルチェアーラグビー（車いすラグビー）日本代表とし
て銅メダルを獲得し、市民栄誉賞を受賞した羽賀理
之選手が、今年 8 月にオーストラリア・シドニーで
行われた同競技の世界選手権で金メダルを獲得しま
した。これは日本初の快挙です。羽賀選手は日本代
表チームの副キャプテンとして優勝に貢献しました。
　市役所に来庁した羽賀選手は、「松戸市の皆さん

に最高の報告ができてうれしいです」と
笑顔で金メダルを見せてくれました。
　来年はラグビーワールドカップ 2019 が
日本で開催されますが、同大会の期間中に

「ウィルチェアーラグビーワールドチャレ
ンジ 2019」も開催されます。その翌年の
東京パラリンピックと共に、金メダルを目
標に掲げる羽賀選手。「ウィルチェアーラ
グビーは、車いす同士がぶつかるスポー
ツです。生で見るとその迫力はもっとす
ごいです。ぜひ見に来てください」とメッ
セージを送ってくれました。羽賀選手のま
すますの活躍に期待しましょう！

松戸市安全安心情報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。

緊急重要情報のメール配信を
行っています。サービスの利用
は登録が必要です（QRコードか
ら登録できます）。

パソコン・スマートフォン版 モバイル版 パソコン・スマートフォン版 モバイル版

2018.10.15
（平成30年）

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




