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まちを目指して
快 適で
い
過ごし やす
改正健康増進法の一部施行に伴

望まない

受動喫煙の防止
を強化します！

い、市では「松戸市受動喫煙防止対
策指針 」
を策定しました。これにより
7月1日㈪から市の公共施設の多く
で喫煙所が廃止され、 敷地内全面
禁煙になります。喫煙所を利用する
皆さんには不便をおかけしますが、
望まない受動喫煙の防止のため、ご
理解ご協力をお願いします。
問健康福祉政策課
☎704－0055

松戸市受動喫煙防止対策指針
基本指針
基本施策

受動喫煙防止対策推進
の標語を募集します！
詳細は2面へ

① 市民等の健康への悪影響を防止する観点から、望まない受動喫煙を防止する
② 子ども等受動喫煙による健康影響が大きい市民等へ配慮する

①7月1日㈪から市の公共施設の敷地内禁煙を強化します
敷地内全面禁煙とする施設（現在ある喫煙所は撤去されます）

7月1日㈪以降も喫煙所が残る施設

◦会館・ホール・文化施設
松戸市役所（竹ケ花別館・京葉ガ 文化ホール
スビル・京葉ガス第2ビルを含む） 森のホール21
市民会館
各支所（8カ所全て）
市民劇場
各市民センター（17カ所全て）
市民交流会館（すまいる）
行政サービスセンター
ゆうまつど
パスポートセンター
衛生会館
安全安心ステーション
勤労会館
松戸みどりと花の基金
図書館本館
◦教育・子育て関連施設
博物館
市立小・中・高等学校
戸定邸・戸定歴史館・松雲亭
市立保育所
古民家旧齋藤邸
児童福祉館・こども館
◦スポーツ施設
こどもの遊び場
運動公園
おやこDE広場
柿ノ木台公園・小金原・常盤平
新松戸未来館
青少年会館（樋野口分館を含む） 各体育館
金ケ作公園・新松戸・松戸中央公園・
タウンスクール根木内
紙敷・栗ケ沢公園各庭球場
◦福祉施設
新松戸プール
総合福祉会館

クリーンセンター内スポーツ施設
東部スポーツパーク
和名ケ谷スポーツセンター
六実高柳老人福祉センター

◦行政施設等

ふれあい22
各保健福祉センター
常盤平・矢切・小金原各老人福祉
センター
野菊野敬老ホーム
シニア交流センター
◦医療施設
総合医療センター
東松戸病院・梨香苑

千駄堀多目的・古ケ崎河川敷・矢切
各スポーツ広場

◦公園
21世紀の森と広場
東松戸ゆいの花公園
ユーカリ交通公園
◦駐車場・駐輪場
松戸駅西口地下駐車場
市営駐輪場

※敷地内にある建物も全て禁煙になります。
※施設周辺道路での喫煙はご遠慮ください。
※すでに敷地内禁煙の施設も掲載しています。

受動喫煙
とは

東部老人福祉センター
北山会館
白井聖地公園
戸定が丘歴史公園

※喫煙可能な場所であっても、他人への受動喫煙とならないよう十分な配慮を
お願いします。

②市内の飲食店でのステッカー掲示を推進します
飲食店の店内が「喫煙可 」か「禁煙 」か分かるステッカーを作成し、東京オリ
ンピック・パラリンピック開催年である2020（令和2）年4月1日までに、市内全
ての飲食店の出入口に掲示ができるよう推進します。

③喫煙する市民の減少を推進します
あなたの「禁煙したい」
を応援します

禁煙は医療機関での禁煙治療や禁煙補助薬を利用すると、比較的らくに、
しかも自力に比べて3～4倍禁煙に成功しやすくなることが海外の調査で分
かっています。市では、自分に合った禁煙方法を一緒に考え、サポートする「禁
煙相談 」
を行っています。
また、禁煙治療に保険が使える市内の医療機関を掲載した「松戸市禁煙
外来マップ」
を配布しています。市ホームページでダウンロードできます。
詳細は各保健福祉センターにお問い合わせください。
問各保健福祉センター（中央☎366－7489、
市ホーム
小金☎346－5601、常盤平☎384－1333）へ
ページ

④喫煙マナーの向上を推進します
望まない受動喫煙を防止するため、公共施設周辺の住民の迷惑となる歩きた
ばこの防止啓発や、市内7駅周辺での喫煙を禁止するなど、喫煙者のマナー向
上の啓発を推進します。
また、東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、マナー啓発の掲示物に
は外国語表示を推進します。

受動喫煙とは「他人が吸っているたばこの煙またはたばこを吸っ
ている他人の呼気に含まれる煙を吸ってしまうこと」です。喫煙者
がたばこから直接吸い込む煙を「主流煙 」
、火のついたたばこの先
から出る煙を「副流煙 」といいます。副流煙には、発がん性物質を
はじめ多量の有害物質が主流煙より多く含まれています。

受動喫煙が、虚血性心疾患や脳卒中、肺がんなどを誘発するな
ど健康に悪影響を及ぼすことが科学的に明らかになっています。ま
た、小児ぜんそく等の疾患や、乳幼児突然死症候群等との関連も
報告されています。受動喫煙によるこれらの病気により、1年間に
全国で約1万5千人が亡くなっているとの報告もあります。
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2019（令和元 ）年5月1日

４月７日執行

受動喫煙防止対策推進の

松戸市の結果

標 語を募集します
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地方自治法第242条第1項の規定に基づき、2019（平成31）年1月24日
付けをもって提出された
「松戸市職員措置請求書」
（健康福祉会館の土地建
物売買契約及び賃貸借契約に係る措置請求）について、同条第4項の規定
により監査を実施したので、その結果を次のとおり公表します。
2019
（平成31）
年3月18日
智清
徹
英一
茂範

監査の結果
請求人の主張には理由がないため棄
却する。
監査結果の全文は、行政資料セン
ターおよび市ホームページで閲覧
できます。

発送日

住民税証明書
発行日

5/16㈭

5/16㈭

6/ 3㈪

6/ 3㈪

6/11㈫

6/11㈫

65歳未満で、普通徴収のみの人

65歳以上で、給与からの特別徴収分と、普通
徴収分または年金特別徴収分がある人

市民税・県民税の申告はお済みですか
2018
（平成30）年中に所得がなかった人でも、市内在住者の扶養に入っ
ていない場合は申告が必要です。申告をしていない場合、国民健康保険料
や介護保険料等が正しく計算されないことがあります。また、住民税証明
書を発行することができません。
※所得税の確定申告をした人は市民税・県民税の申告は不要です。

5月は消費者月間です

当
当

候補者氏名
河上 しげる
みわ 由美
安藤 じゅん子
秋林 たかし
川井 友則
ほんせい 武人
ふじい 弘之
松戸 たかまさ

党派名
自由民主党
日本共産党
立憲民主党
公明党
無所属
無所属
公明党
国民民主党

②ペイジー口座振替受付サービスによる申請
申請窓口国民健康保険課、各支所
持ち物ペイジー対応金融機関（★ ）のキャッシュカード・本人確認書類
（運転免許証等 ）
注意点 行政サービスセンターでは申請できません キャッシュカード
の名義人本人が申請窓口に来た場合に限ります 静脈認証付きカード等
セキュリティーが高く設定されているカードには対応していません
※5月31日㈮までにペイジーにより申請した場合は、2019（平成31）年
度第1期（7月1日㈪）
から口座振替が開始されます。
★ペイジー対応金融機関（順不同 ）
千葉銀行・京葉銀行・千葉興業銀行・みずほ銀行・りそな銀行・
三菱UFJ銀行・三井住友銀行・ゆうちょ銀行

消費者トラブルに巻き込まれたらすぐ相談を！ 弁護士による消費者問題無料相談会(6市合同)

悪質商法の未然防止！悪質商法の手口等を
紹介したパネル展示・パンフレット配布
期間5月17日㈮〜31日㈮ 会場市役所1階連絡通路
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得票数
22,946票
17,539票
19,773票
14,452票
11,537票
10,615票
14,246票
15,494票

総務大臣から委嘱された行政相談委員は、地域の皆さんの身近な相談
相手として国等の行政に対する要望や問い合わせなどを受け付け、公平な
立場から助言し、関係行政機関等への橋渡しをしています。相談は無料で、
秘密は守られます。お気軽にご相談ください。
相談日時毎月第2・4月曜13時〜16時（予約不要 ）
行政相談委員小山文志、後藤淳子、豊田壽一、吉野孝道、和田泰彦、
イサニ友子、栗村百合子
広報広聴課広聴担当室☎366−1162

ともに築こう 豊かな消費社会 〜誰一人取り残さない2019〜

商品・サービス・契約トラブルなど、困ったときは松戸市消費
生活センターに相談してください。
同センター相談専用ダイヤル☎365−6565

投票率
30.96％
32.27％
31.62％

①口座振替依頼書による申請
申請窓口市指定金融機関窓口
持ち物国民健康保険料の納付書（国民健康保険証や納入通知書でも可 ）
、
預金通帳、通帳届け出印
※備え付けの「口座振替依頼書 」に必要事項を記入して窓口へ。依頼書を
提出した月の2カ月後から口座振替が開始されます。

2019
（平成31）
年度市民税・県民税の納税通知書の発送日

65歳未満で、給与からの特別徴収分と普通徴
収分がある人
65歳以上で、普通徴収分または年金特別徴収
分がある人

区分
当
当
当
当
当

投票者数
62,273人
65,951人
128,224人

国民健康保険課☎712−0141

市民税課☎366−7322

給与からの特別徴収のみの人
※事業所宛てに発送します。

届出番号
1
2
3
4
5
6
7
8

当日有権者数
201,120人
204,400人
405,520人

国民健康保険料の支払いは
原則口座振替でお願いします

市民税・県民税のお知らせ
徴収の種類

男
女
計

行政相談委員が
新たに委嘱されました

監査委員事務局☎366−7385

伊藤
三好
伊東
大谷

市選挙管理委員会事務局
☎366−7386

松戸市選挙区 定数７人

最優秀作品は、市の啓発活動に利用する予定です。
対象市内在住・在勤・在学
対象
市内在住・在勤・在学
募集要項 応募は1人3点まで 応募作品は未発表のものとし、著作権・商
標権その他第三者の権利を侵害するおそれがないものとします 応募作品
は返却しません 入賞作品に関する二次使用等の諸権利は、市に帰属しま
す 最優秀賞1点、優秀賞2点を選定し、各受賞者には賞状と記念品を進呈
します 同一応募者が複数作品で入賞することはありません 入賞者には
結果を直接通知します 入賞者の氏名は公表されます
5月24日㈮〔消印有効 〕までに、郵送またはFAX・Eメールに標語・住所・
氏名・電話番号またはEメールアドレスを記入して、〒271−8588松戸市役
所 健 康 福 祉 政 策 課 704−0251、 mckenhuku@city.matsudo.
chiba.jp
（☎704−0055）
へ

松戸市監査委員
同
同
同

千葉県議会議員一般選挙

日程
5/18㈯
5/20㈪
5/22㈬
5/23㈭
5/24㈮
5/25㈯

会場
柏市消費生活センター
松戸市役所議会棟3階第2会議室
鎌ケ谷市役所1階相談室1・2
流山市消費生活センター
野田市役所1階市民相談室
我孫子市消費生活センター

消費生活課
☎366−7329

要申込

申し込み先
同センター☎04−7163−5853
消費生活課☎366−7329
鎌ケ谷市消費生活センター☎047−445−1240
同センター☎04−7158−0999
野田市消費生活センター☎04−7123−1084
同センター☎04−7185−1469

時間10時〜16時（1人60分 ） 対象借金問題、出会い系サイト、金融商品などの
消費者問題でお悩みの人 定員各先着12人
5月7日㈫から、電話で各申し込み先へ
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大地震への備えに必要な
費用の一部を補助します
契約前に
お問い合わせを

契約後に補助金を申請することはできま
せん。必ず事前にお問い合わせください。

木造住宅の①耐震診断②耐震改修
③耐震改修に伴うリフォーム工事
申請期間5月7日㈫〜11月29日㈮
定員先着①40戸②③各20戸（③は②の申請者のみ対象）
補助額①診断費用の3分の2以内（限度額5万円）②設計費の
3分の1以内（限度額5万円）
、工事費・監理費の3分の1以内
（限度額50万円）③リフォーム工事費の10分の1以内（限度
額30万円）
申請の主な条件
対象となる木造住宅
（以下の全てに該当するもの）
市内で2000（平成12）年5月31日以前に建築または着工
された住宅・併用住宅 主要構造部が木造在来軸組工法の
2階建て以下の住宅 耐震診断の結果、 耐震補強が必要と
される住宅（②③のみ） ※その他要件があります。お問い
合わせください。
対象者
市税の滞納がなく、住宅を所有し、居住している市民
対象工事
②耐震改修工事部分
③耐震改修と併せて行うリフォーム工事（②と同時に申請）
松戸市木造住宅耐震診断士に依頼が必要です
診断・改修の補助金を受けるには、 市に登録された木造
住宅耐震診断士に耐震診断・補強設計・工事監理を依頼す
る必要があります。同診断士の名簿は市ホームページや建
築指導課・各支所窓口等で閲覧できます。
①②建築指導課☎366−7368
③住宅政策課☎366−7366

マンション耐震診断
（①予備診断②本診断 ）
申請期間5月7日㈫〜9月30日㈪
定員各先着1棟
補助額診断費用の3分の2以内（限度額①5万円②100万円）
申請の主な条件
対象となるマンション（以下の全てに該当するもの）
市内にある1981（昭和56）年5月31日以前に着工された
マンション 地上3階以上かつ延べ面積1,000㎡以上 鉄
筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造の分
譲マンションであること ※その他要件があります。お問
い合わせください。
対象者
集会において、耐震診断を行うことや補助金交付申請をす
ることの決議を得ている当該マンションの管理組合
マンション耐震診断士に依頼が必要です
補助金を受けるには、以下の条件を満たすマンション耐
震診断士に診断を依頼する必要があります。
一級建築士で、 一級建築士事務所に所属している （一
社）日本建築構造技術者協会認定の建築構造士、 構造設計
一級建築士または過去5年以内にマンションの耐震診断を
行った経験がある 木造以外の耐震診断に関する講習会を
修了している
建築指導課☎366−7368

危険コンクリ−トブロック塀等の除却
申請期間5月7日㈫〜11月29日㈮
申請の主な条件
対象となる危険コンクリ−トブロック塀等（以下の全てに該当
するもの）
市内の道路に面している 地震によって倒壊した場合、
多くの人の避難の妨げになると認められる
対象者
市税の滞納がなく、 危険コンクリートブロック塀等を所有
している人
事前相談が必要です
除却工事の契約前に、建築指導課にお問い合わせください。
同課☎366−7368

2019（令和元 ）年5月1日

松戸市営白井聖地公園の
墓地使用者を募集します 要申込
募集区画35区画（芝生墓地15区画、普通墓地20区画 ）
※募集区画数は、今後の墓地返還状況により変更となる場合があります。
対象2018（平成30）
年5月14日以前から継続して市内に居住している人
※遺骨がない人も申し込めますが、応募多数の場合は遺骨がある人が優先される
場合があります。
申込用紙配布日程・場所 5月13日㈪から9月30日㈪の間に、健康推進課・市民課・
各支所・行政サービスセンター等で
9月30日㈪〔消印有効 〕までに、申込用紙を郵送で〒271−0072松戸市竹ケ花
74の3 健康推進課管理班（☎366−7485）
へ

雨水の有効利用と水害軽減にご協力ください

雨どい取付型雨水貯留タンク
の設置費用を補助します
水資源の有効活用と水害軽減に役立つタン
クの設置を推進するため、補助金を支給して
います。 設置する前に河川清流課（☎366−
7359）
にお問い合わせください。
※補助金の申請前に設置・購入した場合は補
助の対象外です。

設置のメリット
貯めた雨水を掃除や洗車、園芸の水やりなどに使うことができます
短時間に多量の雨が降ったときに、敷地内から流れ出る雨水を減らし、河川や
水路等の急激な水位上昇による水害を防ぐことができます

2018（平成30）年度

協働事業、市民活動助成事業
事業成果報告会
市民自治課
☎366−7062

2018（平成30）年度に実施した各事業の成果を報告します。
当日のスケジュールや事業内容などの詳細は、市ホームページ
をご覧ください。
日時5月26日㈰10時から 会場市役所議会棟3階特別委員会室
協働事業
団体名（担当部署）

事業名

だいすき松戸！子どもフェスティバル実行 子どもたちがつくる青少年会館
委員会（青少年会館）
居場所事業
小金原連合町会防災部（危機管理課）
公共サイン研究会（都市計画課）

災害時要配慮者支援事業
公共サイン改善事業

市民活動助成事業（スタート助成 ）
団体名
フ

ァ

ミ

リ

ン

事業名

ク

こども福祉フェスタ事業
Familink＊
小金ほのぼの食堂の会 食を通じての多世代交流事業
浅間台笑劇研究部
笑劇で施設利用高齢者を元気にする事業
松戸里やま応援団
「甚左衛門の森」
保全育成事業
「甚左衛門の森の会 」
明地区こあら食堂の会

世代を超えた交流ができる地域コミュニティの場をつ
くる事業

動物福祉団体いのち

地域猫ってなんだろう？野良猫トラブルなくそう事業

松戸合唱まちづくり同
音楽活動によるまちの活性化事業
好会
数値調理会

無塩パン普及事業

さくら広場の会

子供の居場所からの発信による地域ネットワーク構築
事業

ほっとする街を考える
シニア世代活き活き地域資源マップ作り事業
会kinari
市民活動助成事業（ステップアップ助成）
団体名
事業名
介護・認知症の家族と歩む会・松戸 「 笑顔のお節介推進活動 」
事業
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5月11日㈯
〜20日㈪
5月20日㈪

春の全国交通安全運動期間
交通事故死ゼロを目指す日

〜とび出さない

いったんとまって

みぎひだり〜

市民安全課☎366−7341、松戸警察署☎369−0110、
松戸東警察署☎349−0110
重点目標
１. 子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故
防止
２. 自転車の安全利用の推進
３. 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着
用の徹底
４. 飲酒運転の根絶

放火されない・放火させない環境づくりを
消防局予防課☎363−1114
2019（平成31）年度全国統一防火標語

ひとつずつ
いいね！で確認 火の用心
5月20日㈪は
2018（平成30）年中の松戸市の火災総数113件のうち、火災原因では「放
火 」が17件、
「 放火の疑い」が9件でした。これは原因の第1位と第4位で、合わ
せると全火災の23%を占めます。放火火災を防ぐには、各家庭や各事業所、町
会・自治会など、地域全体の「放火されない・放火させない」環境づくりが大切
です。みんなで放火対策を行いましょう！

交通事故死ゼロを目指す日

屋外に置いた不用品や古新聞等に放火される
部外者の侵入が容易な自宅の車庫に駐車したバイクに放火される
郵便受けの新聞やチラシなどに放火される
施錠されていないドアから侵入して放火される
ごみ収集日前夜に出したごみに放火される

放火の
実例

事業所では
燃えやすい物は、目に付き
やすい場所に放置しない
部外者が容易に侵入でき
ないようにする
敷地内や周辺の見回りを
する

自転車の事故防止に努めましょう
2018（平 成 30）年 中 に 市 内 で 発 生 し た 交 通 事 故 発 生 件 数 は
1,380件、このうち自転車が関係する事故は445件でした。自転
車は軽車両であり、事故を起こせば自動車と同様に重過失致死傷
罪に問われたり、損害賠償請求をされたりする可能性があります。
自転車事故の加害者・被害者にならないためにも、交通ルール
とマナーを守りましょう！

放火の
対策

自転車安全利用ルール「ちばサイクルール」を守ろう！
<自転車に乗る前>
自転車保険に入ろう 点検整備をし
よう 反射器材を付けよう ヘルメッ
トをかぶろう 飲酒運転はやめよう
<自転車に乗っているとき>
車道の左側を走ろう 歩いている人
を優先しよう ながら運転はやめよう
交差点では安全確認しよう 夕方か
らライトをつけよう

災害時の
備えに！

悪質・危険な自転車運転者は講習が義務付けられます
3年以内に2回以上違反した人は、
「自転車運転者講習 」が義務付
けられ、定められた期間に受講しない場合は5万円以下の罰金が
科されます。

ゴミゼロ運動にご協力ください

配布場所各支所・市民センター、行政サービスセンター、危機管理課、市民課、
図書館
（本館・分館 ）
、各消防署等

ƘႏƞǜǛࣖੲƠǇƢ

廃棄物対策課☎704−2010
河川美化運動の一環として、江戸川河川敷の清掃を行います。
皆さんのご参加・ご協力をお願いします。
日時5月26日㈰ 9時から1時間程度〔雨天中止 〕
清掃範囲江戸川河川敷
集合場所矢切の渡し乗船場前（地図上のA地点 ）または中部小
学校先江戸川土手（地図上のB地点 ）
▲上野

会場案内図

矢切の渡し

三郷市

A
国道６号
常
磐
線

A・B …集合場所

中部小学校

JR

B

松戸駅

江戸川

松戸
柏▶

…清掃範囲

春の市民ぐるみでクリーンデー
環境業務課指導係☎366−7333
美しいまちづくりを推進するため、路上に散乱しているポイ捨
てごみの一斉清掃を行います。皆さんのご参加・ご協力をお願い
します。
日時5月26日㈰午前中の1時間程度〔雨天中止 〕
清掃範囲公園や道路などの公共スペースや自宅の周辺
清掃方法 散乱しているごみを「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」
「落葉・草・小枝 」の4
種類に分別して集めてください。
※落葉・草・小枝は燃やせるごみに混ぜないでください。
※家庭からのごみ（テレビ・冷蔵庫等 ）は出さないでください。
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松戸市防災ガイド＆マップ2019
をご利用ください 危機管理課☎366−7309

市と㈱ゼンリンとの間で結んだ「災害時における
地図製品等の供給等に関する協定 」の一環として、
今年も「防災ガイド＆マップ」の寄付がありました。
災害時に備えて、必要最低限の予備知識を確認しま
しょう。
掲載内容災害時の情報収集や備蓄品の一例、松戸市
安全安心メール、避難所などの情報

介護人材
育成事業

江戸川クリーン大作戦

家庭では
家の周囲を明るくし、死角を作らない
燃えやすい物は屋外に置かない
屋外の自転車等のかごや荷台に荷物
を残さない（カバーには燃えにくい防
炎製品を使用する）
ごみは収集日の朝に出す

ʼᜱƷǛӕǓƳƕǒ
ദᅈՃǛႸਦƠǇƤǜƔ

要申込

対象の介護保険事業所で働きながら資格を取得すると、その事業所に正社員と
して就職できます。資格取得の費用は事業所が負担します。
介護保険課☎366−7370
応募資格
介護職員初任者研修と同等以上の資格を持たず、現在、介護事業所で働いてい
ない人
申し込みから就職までの流れ
①市ホームページに掲載されている事業所に、電話で「人材育成事業
の件 」
と伝える
市ホームページ
②事業所が面接等の選考を実施
③採用が決定した場合は、事業所と有期雇用契約（約7カ月間）
を締結
④有期雇用契約期間中に事業所で勤務しながら、介護職員初任者研修を受講し、
資格を取得
⑤有期雇用契約期間終了後、同じ事業所に正社員として就職

女性活躍
推進講座

ࣱڡƷƖ૾ǛᎋƑǑƏᲛ
᳸ȑȸȈݼіƷƜǕƔǒƴƭƍƯ᳸ 要申込

最近のさまざまな法改正に伴うこれからの「働き方 」の流れを知り、自分自
身にとって最適な働き方を一緒に考えます。
日時6月5日㈬10時〜12時 会場ゆうまつど
内容 130万円の壁について 働き方と適用される社会保険について
労働に関する法律の変わったところ、これから変わるところ他
講師アスミル社会保険労務士事務所代表・櫻井好美氏 対象市内
在住の女性 定員先着30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 は市 ホ ーム ペ ージ で 男 女 共 同 参 画 課 ☎ 364− 市ホームページ
8778、 364−7888へ
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掲

示

お知らせ
自動車税は5/31㈮までに納めましょう
4/26㈮に自動車税事務所から納税通
知書が送付されました。金融機関、コン
ビニエンスストア、クレジットカードやペイ
ジーで納期限までに納めましょう。また、
スマートフォン等を利用した「モバイルレ
ジ」でも納付できます。詳細は納税通知書
に同封のしおりをご覧ください 県自動
車税事務所☎043−243−2721、松戸県
税事務所☎361−2193
東松戸ゆいの花公園にあなたの作品を
展示しませんか
展示場所 同公園管理センター 花や自然
に関わる作品 電話で同公園管理セン
ター☎384−4187へ
松戸都市計画変更案の縦覧
縦覧期間 5/9㈭〜23㈭ 各8時30分〜17

時（平日のみ）縦覧場所 ①都市計画課②み
どりと花の課 ①都市計画道路3・3・7
号（幸谷区間）の道路・用途地域・高度地
区の変更②幸谷特別緑地保全地区の変更
意見書の提出方法 5/23㈭
〔消印有効 〕
まで
に、直接または郵送で住所・氏名・電話番
号・意見を記入して、〒271−8588松戸
市役所①都市計画課（☎366−7372）②
みどりと花の課（☎366−7378）
へ
埋蔵文化財発掘作業員
（ 臨時職員）
の登
録者募集
雇用期間 6月ごろ〜2020
（令和2）
年3月
勤務日 週3日以上、月14日以内
（応相談）
勤務時間 9時 〜16時のうち5時間30分
（半日 勤 務 可）勤務場所 東 平 賀 遺 跡 他
賃金日額 5,600円
（交通費を含む） ※登
録 有 効 期 限は2020（R2）/3/31
（登 録
しても採 用されない 場 合もあ ります）
登録書類配布 社会教育課窓口、市ホーム
〔必着〕
までに、登録書類
ページ 5/17㈮
を郵送で〒271−8588松戸市教育委員会
社会教育課文化財班（☎366−7462）
へ
※封筒に「発掘作業員登録書類在中 」
と朱
書きしてください
保育所整備嘱託職員募集
雇用期間 6月〜2020
（令和2）年3月
勤務日時 週4日9時〜16時 勤務場所 保育

課 業務内容 土地・建物の新規物件開拓、
工事価格等の妥当性判断、保育所整備に
関する事務 応募要件 土地・建物関連法令
に関する専門的知識を有し、地主等との
交渉を行える人 選考方法 書類選考、面接
募集人数 1人 給与月額 217,500円 ※ 別
途交通費支給 5/15㈬〔消印有効〕まで
に、履歴書（写真貼付）
と職務経歴書（志
望動機、自己PR含む）
を郵 送 で、〒271
− 8588松 戸 市 役 所 保育課
（☎366−
7351）へ
こども発達センター非常勤職員
（保育士）
募集
勤務日時 ㈪〜㈮8時30分〜15時のうち5
時間30分 勤務場所 同センター 業務内容 障
がい児等の保育 必要資格 保育士 募集人数
1人 時給 1,270円（別途交通費支給） 同
センター☎383−8803
工業統計調査への回答をお願いします
5月中旬から6月にかけて、工業統計調査
の調査員が「調査員証」を携帯して伺いま
す 製造業を営む事業所 調査結果の利用例
国や地方公共団体の行政施策の基礎資
料、企業・大学での研究資料、小・中学校
や高校の教材 総務課統計担当☎366−
8056

板
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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
…費用
（記載がないものは無料）
…申し込み先
…問い合わせ先

5月の松戸競輪開催日程
本場開催 5/5 ㈷まで日本選手権競輪
（GⅠ）
場外開催 5/11㈯〜14㈫平塚記念（GⅢ）
、
5/16㈭〜18㈯ 函館
（FⅠナイター）
、5/16
㈭〜19 ㈰ 宇都宮記念（GⅢ）
、5/25 ㈯・
26 ㈰松山（全プロ記念競輪） 公営競技
事務所☎362−2181

講座・講演・催し
さわやかヨガ教室
5/2㉁・16㈭・23㈭・30㈭ 各10時〜11
（初
時 東部市民センター 高校生以上
心者可） 各先着30人 各800円 電話
で 同センター☎391−3701へ
松戸駅西口デッキステージイベント
①フラダンス天国2019イン松戸 5/5
㈷・6㉁各10時45分〜16時30分②盲導
犬チャリティーコンサート 5/19㈰10時
40分〜15時 松戸駅周辺活性化推進協
議会☎080−3087−6809
ふれあい教室
「朗読をきくかい」
5/8㈬ 10時〜11時 30分 ふれあい
22 松戸朗読奉仕会会員による短編・
エッセー等の朗読 障害者手帳を持って
いる人等 障害者福祉センター☎383−
7111
ミニコンサート
「うたのおもちゃばこ」
5/9㈭ 11時〜11時 30分 ふれあい
、德川眞弓
22 演奏者 日向野のりえ氏（歌）
氏（ピアノ） ふれあい22☎383−0022
介護支援ボランティア登録説明会
活動に応じて年間最大5,000円または
障がい者就労施設の商品と交換できます
①5/9㈭ ②7/10㈬③8/1㈭ 各13時〜
14時30分 ④6/21㈮ ⑤9/10㈫各11時
〜12時30分 ①総合福祉会館②東部
③古ケ崎④新松戸⑤六実各市民センター
市内在住の65歳以上 認め印、筆記
用 具 ① 5/8㈬ ② 7/9㈫ ③ 7/31㈬ ④
6/20㈭ ⑤ 9/9 ㈪までに、電話で（社福）
松戸市社会福祉協議会☎362−5963へ
住宅リフォーム①相談②市民講座
5/11㈯ ①10時〜13時、14時〜16時
②13時〜14時 二十世紀が丘市民セン
ター 松戸住宅リフォーム相談員協議会
☎365−5252
東松戸ゆいの花公園マグノリア・コンサ
ート
5/12㈰14時から
（13時30分開場）
同公園マグノリアハウス 演奏者 高橋治子
氏
（マリンバ）曲目 パッヘルベルのカノン、
リベルタンゴ、森の記憶他 先着70人
同公園管理センター☎384−4187
市長室ギャラリーを公開します
松戸美術会、 松戸市書道展運営委員
会、松戸華道協会の協力により、市長室
に展示している市民の皆さんの絵画、書
道作品、生け花を公開します 5/14㈫
12時 〜15時 市役所新館5階市長室
秘書課☎366−7303
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 5/15㈬10時〜10時30分 小根
本公園（小根本94の2）
、ぺんぎん公園（小
金原7の15） 各先着100人 市民安全
課☎366−7285

NPO・市民活動よろず相談室「 安 い！
早い！キレイに仕上がるチラシや資料の
印刷術」
5/15㈬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、 hai̲
saposen@matsudo-sc.comへ
シティー・ミニコンサート〜五月の風薫
る癒しのヴァイオリン小品コンサート〜
5/15㈬12時15分〜12時45分（11時
30分開場） 市役所市議会議場 曲目『懐
かしい土地の思い出』
よりメロディー（チャ
イコフスキー）
、 チャールダーシュ
（モン
ティ）
、エストレリータ（ポンセ）
他 演奏者 福
井啓太氏（ヴァイオリン）
、浦畠晶子氏（ピ
アノ） 先着150人 当日会場で 生涯
学習推進課☎367−7810（演目）
、市議
会事務局☎366−7381（会場）
初夏の古民家「旧齋藤邸」造形講座〜ア
ボリジニアートに挑戦しよう！〜
5/16㈭10時30分旧齋藤邸（紙敷588）
集合、15時解散 ドットペインティング
技法を使ったアボリジニアート 日本画
家・泉晴行氏 昼食、飲み物、虫よけス
プレー 先着15人 5/14㈫までに、電
話で社会教育課☎366−7462へ
千葉県産酒フェア〜千葉の夏酒〜
5/18㈯・19㈰ 各11時〜18時 松 戸
観光案内所（松戸駅下車） 試飲・即売会
（一社）
松戸市観光協会☎703−1100
まつど市民活動サポートセンターの催し
●法人運営ノウハウシリーズ「はじめての
NPO会計〜やってみよう複式簿記〜」
5/18㈯14時〜16時 同副センター長
先着15人●まちづくりキーパーソン養
成講座〜初回オープン講座「 お客様時
代 のまちづくり・あそびが生まれる場の
つくり方 」
〜 6/16㈰、8/18㈰、10/20
㈰各13時30分〜16時30分 全体研修
（3回）、個別カリキュラム（別日程 ）
※初日のオープン講座のみの参加も可、
初日のみ一時保育あり
（若干名、要申込）
NPOハンズオン埼玉理事・ 西川正氏
共通
同センター NPOや地域活動に
取り組んでみたい人、団体を活性化する
ために学びたい人 先着30人 電話また
はEメールで同センター☎365−5522、
hai̲saposen@matsudo-sc.comへ
MIEA世界めぐり〜フランス語でシャン
ソンを歌おう〜
〔全3回〕
5/30㈭、6/6㈭・13㈭各14時〜15時
30分 市民会館 フランス語で歌詞を
分かりやすく解説し、毎回異なる歌を紹
〔
（公財）松戸
介 大津明氏 先着20人
市国際交流協会会員優先〕 1,000円（会
員700円） 電話で同協会☎366−7310
へ

…持ち物

障害者福祉センターふれあい教室
「ボッ
チャ 」
5/21〜2020
（R2）
/3/17の第1・3㈫10
時〜12時 同センター 以下のいずれか
に該当する市内在住の18歳以上 障害
者手帳を持っているまたはそれに準ずる
難病がある 先着15人程度 直接ま
たは電話・FAXに住所・氏名・年齢・生年
月日・電話番号・FAX番号・障害者手帳の
番号・障害の種類（ 障害者手帳のとおり
に）
・等級・講座名を記入して、同センター
☎383−7111、 383−7810へ
勤労会館ふれあい教室「ビジネスコース
定年を迎える、迎えた方」
〔 全2回〕
5/22㈬・29 ㈬各19時〜20時30分
同会館 定年退職後の過ごし方と再就
職、ライフ・マネープラン、年金の仕組み
など 市内在勤の人、市内在住の勤労
者または就職を希望する人 先着20人
筆記用具 5/10㈮〔 必着 〕
までに、直
接または往復はがきに住所・氏名（ふりが
な）
・年齢・電話番号・性別・就労の有無・
講座名・返信用宛名を記入して、〒271−
0077松戸市根本8の11 勤労会館（☎
365−9666）へ
まつどファミリー・サポート・センター提
供会員基礎研修会
〔全2回〕
5/23㈭・24㈮各9時30分〜16時30分
ゆうまつど 先着40人 電話で同セ
ンター☎330−2941へ
松戸市シルバー人材センタースマホ・パ
ソコン教室
コース スマートフォン、タブレット、Word、
Excel、LINE、個人授業他 同センター
☎330−5005

会議
空家等対策協議会
5/16㈭13時30分から 市役所新館7
（13時から
階大会議室 傍聴定員 先着10人
13時15分の間に受け付け） 住宅政策課
空家活用推進室☎366−7366
教育委員会会議
5/16㈭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
介護保険運営協議会
5/23㈭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

第22期まつど国際文化大使募集
市内で開催される講座やイベントで、外国や日本の文化を紹介するボランティ
アです。
任期 9月から1年間 対象 外国人 今後1年以上の在留資格があり、自国の文化
を紹介できる人、日本人 過去5年以内に1年以上滞在した国・地域の文化または
日本の文化を紹介できる人 ※自薦他薦を問いません 。 申込書配布松戸市国
際交流協会窓口、同協会ホームページ 募集人数約30人 選考方法書類審
査、面談
5月7日㈫から6月7日㈮〔必着〕の間に、申込書を直接または郵送・Eメールで、
〒271−0073松戸市小根本7の8京葉ガスF松戸第2ビル5階 （公財）松戸市国
（☎366−7310）
へ
際交流協会 office@miea.or.jp
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春の講座

費用記載がないものは無料
5月9日㈭〔必着〕
までに、往復はがきまたは申し込みフォームに講座名（「ヨガで健康生活！」は受
講希望日も）
・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、★一時預か
りを希望する人は子どもの氏名（ふりがな）
・性別・生年月日・食べ物のアレルギーの有無を記入して、
〒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
共通

市民大学講座

申し込みフォーム

注意事項 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、5月10日㈮か
ら電話で受け付け。
※電車・バス等の公共交通機関をご利用
ください。

「講座サポーター」
を募集

要申込

現代社会のさまざまなテーマを取り上げ、市内在住の大学教授などの協力により開催しています。

◦ヨーロッパの外交官の眼から見た日本社会
〔全4回〕

日程
内容
5/24㈮ 序論～明治初期のお雇い外国人～
5/31㈮ フランス外交官の眼から見た日本社会～フランスと日本の共通点と相違点～
6/ 7㈮ ドイツと日本の教育制度の違い～何で日本の大学生はあまり勉強しないのか～
6/14㈮ ハンガリー外交官の眼から見た日本社会～日本とハンガリーの交流150年～

内容会場設営、受け付け等のお手伝い
申し込みの際に、
「講座サポーター希望 」
と記入

講師
青山学院大学名誉教授・関英昭氏、古賀節子氏
フランス大使館大学交流担当官・ダヴィド・マリナス氏
明治大学法学部専任教授・メンクハウス・ハインリッヒ氏
駐日ハンガリー大使・パラノビチ・ノルバート氏

め

め

時間13時30分～15時30分 会場市民会館 定員100人（抽選） ※日本語による講演です。

流通経済大学連携
◦ヨガで健康生活！
（ 複数日受講可）
5月25日㈯、6月1日㈯・8日㈯
各10時～11時30分
会場同大学新松戸キャンパス2号館（JR新松戸駅
下車 ） 内容健康ヨーガ入門 講師健康運動指
導士・渡邊好美氏 定員各50人（抽選 ） 持ち物
動きやすい服装、ヨガマットまたは大判のバスタ
オル、飲み物 ※同講座は
右の専用申し込みフォーム ヨガで健康生
活！専用申し
で申し込んでください。
込みフォーム

市民自主企画講座

要申込

◦健康長寿のためのヒントと実践
～スポーツ健康科学の最前線から～
（申し込み不要）
会場内で行える軽めの実技を交えながら講演します。
日時6月15日㈯10時30分～12時 会場同大学新松戸キャンパス1号館（JR新
松戸駅下車） 講師同大学健康科学部助教・吉川徹氏 定員先着150人

吉川徹氏

◦政治記者の体験的永田町論～政治をもっと身近にするために～
（申し込み不要）

政治とは「究極の人間ドラマ」です。リーダーたちが日頃どんな生活をし、何
を考えているのかを知らずして、政治の行方は読めません。取材体験をもとに
政治の見方を考えます。
日時6月16日㈰10時30分～12時 会場同大学新松戸キャンパス1号館（JR
新松戸駅下車） 講師同大学健康科学部教授・龍崎孝氏 定員先着150人

龍崎孝氏

★＝子どもの一時預かりあり

身近なことや松戸の歴史などについて学んだり、仲間づくりをするための講座です。生涯学習推進課の講座に参加した学習団体が、

自ら学んだ成果を講座という形で地域に還元するために開催しています。
コ

ファザー牧場「パパの手で絆が深まる子ミュニケーション講座〜2年目〜」
〔全３回 〕 ★
日程
内容
講師
① 6/ 2㈰ 子どものイキイキとした表情を撮る写真講座と転勤体験談
佐藤勇介氏
② 6/ 9㈰ 子どもの自己肯定感を育む。夫婦のパートナーシップを考える 子育てコンシェルジュ・青木千景氏
③ 6/16㈰ 絵本＆紙芝居あり！パパ座談会
ファザー牧場メンバー
ち か げ

みんみん’
S「健康体操とジャズダンス体験でリフレッシュ！」
〔全3回 〕
日程
6/3㈪
・10㈪
・17㈪

内容

講師

ストレッチ、ジャズダンスで健康づくり

ご近所探訪「松戸の宿と今昔物語Ⅸ」
〔全3回〕
日程
内容
① 6/ 4㈫ 講座「昭和の松戸宿 」
他
② 6/11㈫ 講座「松戸宿の今昔 」
、街歩き
③ 6/18㈫ 講座「水戸道中と松戸宿 」
他、街歩き

ジャズダンスインストラクター・小山彰子氏

講師
（一社）
松戸市観光協会副会長・石上瑠美子氏
ご近所探訪メンバー

まつど塾「生き生きシニアライフ支援講座 〔
」全4回 〕
日程
内容

講師

① 6/ 6㈭ 心を通わせるコミュニケーションのススメ

② 6/11㈫ 介護予防の棒体操

リ スンチョル

③ 6/20㈭ こちらウルトラ笑わせ隊 活砲偽参上！
④ 6/26㈬ 松戸市立総合医療センターってどんな病院なの？
か っ ぽ う ぎ

シニア産業カウンセラー・李舜哲氏
まつど塾メンバー
よ

せ

か

つ

み

ら

く

る

寄席活ハウス・未来来活砲偽氏
同センター職員

PPAP「ママも自信を持ってステップアップ！！」
〔 全3回 〕 ★
日程
内容
講師
① 6/13㈭ 小学生になる前の心構え・準備 生涯学習推進課職員
② 6/20㈭ 体幹を鍛えて～ボディメイク～ 健康運動指導士・熊谷恭子氏
③ 6/27㈭ アロマで虫よけスプレー作り♪ JAAアロマインストラクター・八木美沙季氏

みつろう

③ 6/28㈮ フラ体験 タヒチアンにも挑戦しよう！
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フラダンス講師・杉本春奈氏

時間10時～11時30分
会場矢切公民館
定員30人（抽選 ） 持ち物ヨガマットまたは大判の
バスタオル、動きやすい服装・靴、タオル、飲み物
時間10時～12時30分
会場①文化ホール②③ 現地集合
定員30人
（抽選）

時間①③④10時30分～12時30分 ②13時～15時
会場①③④文化ホール ②勤労会館
定員30人
（抽選）
費用②300円

時間10時～12時 会場常盤平体育館 定員30人（抽選）
持ち物 ② 飲み物、動きやすい服装、室内用シューズ、タオル、
ヨガマットまたは大判のバスタオル③筆記用具 費用③800円
※一時預かりあり〔6カ月～未就学児、10人（抽選）
、要申込 〕
。

ゴールドラッシュ「ママもリラックスして楽しもう ! ! 」
〔全3回 〕 ★
日程
内容
講師
親子のコミュニケーション～五感を使っ
① 6/14㈮
NLPマスタープラクティショナー・海野純子氏
て信頼関係を築くには～
英語で学ぶ、オーガニックコットンを使っ ナチュラルビューティースタイリスト・バーンズ・
② 6/21㈮
ちえ氏、バーンズ・ノーマン氏
た蜜蝋エコラップ作り♪
う ん の

時 間 10時～12時 会 場 新 松 戸 市 民セ
ンター 対象4カ月〜3歳未満の子と父
親（家族の参加可） 定員20人（抽選）
※②のみ一時預かりあり〔6カ月～未就学
児、10人（抽選）
、要申込 〕
。

時間10時～12時 会場常盤平市民センター
定員30人（抽選） 持ち物③ 飲み物、動きやすい
服装（持っていればパウスカート）
、タオル、足拭き
タオル 費用②800円 ※一時預かりあり〔6カ月
～未就学児、10人（抽選）
、要申込 〕
。
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健康遊具をご利用ください

公園で気軽に
健康増進

問公園緑地課
☎366－7380

市では、市内各所の公園に健康遊具の設置を進めています。利用状況をみながら、今後も設置箇所を増やしていく予定です。
健康づくりにぜひお役立てください。

「健康遊具 」
とは

利用の際は以下に注意してください

気軽にストレッチ運動や筋力トレーニング、バ
ランス感覚を養う運動などができる、健康維持・
増進を目的とした遊具です。
※公園ごとに設置されている遊具は異なります。

運動公園に新たな
健康遊具を設置しました！

◦利用方法は、各遊具の周辺に設置された説明板または本体に貼り付けられたイラストをご覧ください。
◦用途以外の使い方をすると、思わぬ事故につながる危険があるので、正しく利用してください。
◦準備運動をしてから利用してください。また、体調が悪いときなどは、利用を控えてください。
◦運動しやすい服装や靴で利用してください。
◦自分の体力に応じた運動を行いましょう。
◦雨などで遊具が濡れていると滑りやすくなるので、ご注意ください。
◦天候によっては器具の表面が熱くなる場合があるので、やけどにご注意ください。

番号
1
2
3
バランス円盤

4
5
6

腹筋ベンチ

11
12

16
17
18
ぶらぶらストレッチ

19

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

27

北松戸駅

5

上本郷駅

36

34

道

13

4

常盤平駅

新京

みのり台駅

新八柱駅

1

五香駅

17

7

15

32

46
4
4号
号

23 14

9

JR

国

29

21

成線

28

元山駅

31

6

松飛台駅

18

12

30

東松戸駅

22 秋山駅

線

北総

文化財史跡めぐり

～風薫る松戸の文化財を巡る～ 要申込
5月22日㈬・23日㈭ 各9時30分市役所地下

玄関集合、15時30分ごろ解散
コース浅間神社→柳原水 閘→戸定邸・戸定歴史
館→旧齋藤邸（昼食）→本土寺→東漸寺 対象市
内在住・在勤 定員各16人(抽選) 持ち物昼食、
飲み物、虫よけスプレー、タオル、歩きやすい服
装 費用無料
5月13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・昼間連絡可能な電話番号・参加希望
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
すいこう

地元町会や河川愛護団体、フラワーボランティアの皆さんが育てたポピーのじゅう
たんが皆さんをお迎えします。家族で楽しめるさまざまな催しもあります。河川敷いっ
ぱいの草花に囲まれて、さわやかなひとときを過ごしませんか。

5月25日㈯10時～14時〔 雨天中止〕

会場江戸川河川敷（上葛飾橋下）
内容バザー、川クイズ、模擬店、花の即売、
江戸川の魚の展示、Eボート体験乗船（先着81人）他
費用無料
問河川清流課☎366－7359

パワーも恋も引

き寄せよう

かっちゅう

★

♪ 大人の遠足バス婚活

要申込

「大人の遠足 」と銘打ち、バスツアーを決行！ 関東屈指のパワースポット「香取神宮」を訪れ、
美味しい昼食の後は水郷佐原あやめパークで美しく咲くあやめ鑑賞を楽しみます。
お

25

松戸新田駅 八柱駅

JR

矢切駅

3

33

37

26 2
松戸駅

20

馬橋駅

※2019（平成31年）
3月31日現在

春の花まつり2019

縁結び
サポート
事業

新松戸駅

10
19

江戸川松戸フラワーライン

青年講座

24

線

15

24

幸谷駅

武蔵野

14

23

北小金駅

11

常
磐
線

13

22

8

16

六実駅

10

21

小金城趾駅

35

東武アーバ
ンパークラ
イン

9

20

公園名
すずめ公園
ぺんぎん公園
もみじ公園
金ケ作公園
小金公園
中堀込公園
つつみ公園
広田公園
緑ケ丘第１公園
寺沢公園
もえぎの風公園
六実第１公園
和名ケ谷日枝神社公園
松戸運動公園
旭ケ丘第１公園
幸田第３公園
小根本公園
南花島公園

国
道
６
号

8

番号

江戸川

7

公園名
六実中央公園
大道公園
八ケ崎公園
三矢小台公園
北松戸第２公園
ひよどり公園
かぶと公園
横須賀中央公園
常盤平公園
新松戸南公園
新松戸中央公園
東松戸中央公園
二十世紀公園
やまぶき公園
日暮公園
あかしあ公園
五香公園
串崎公園
中道公園

線
流山
流鉄

健康遊具が設置されている公園

い

6月15日㈯ 9時～17時45分（予定）

会場 香取神宮、水郷佐原あやめパーク（共に香取市） ※松戸駅周辺集合・解散（集合場所は参加
者に後日連絡します）
。
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
定員 男女各21人（抽選） 費用3,000円（昼食代・観覧料を含む）
5月24日㈮〔必着 〕
までに、ちば電子申請サービスまたはEメールに件名「バス
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、青少年会館 mckozas@city.matsudo.chiba.jp
（☎344
－8556）
へ ※参加者本人による申し込みに限ります。

み

お

い

手作り甲冑を観ながら美味しい
コーヒーやお茶を楽しみませんか？

カフェ＆甲冑
5月5日㈷・6日㉁

各10時～15時
会場 戸定が丘歴史公園内
松雲亭
定員 各先着100人
費用 プリンス徳川カフェ・抹
茶・ぜんざい各500円
直接会場で
問（一社）松戸市観光協会
松戸手作り甲冑愛好会・
ち

く

知久☎080－5438－4039 徳川慶喜の甲冑（レプリカ）
も展示
※子どもは兜の着用体験もできます。
かぶと

ちば電子申請サービス

7
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2019（令和元 ）年5月1日

NAOKO SPACE PLANETARIUM

子ども読書推進センターからのお知らせ

市 民 会 館 プ ラ ネ タリ ウ ム 室

共 通 費用無料

キッズ・デー★こどもの日
5月の番組
特別投影
キッズ＆ジュニアアワー
5月5日㈷・6日㉁
「からす座のおはなし」
開始時刻10時30分、13時
30分、14時30分、15時30
分（各回30分）
内容星空のお話と特別番組
「まくまくんの星空大冒険 」

小さい子のためのおはなし会

5月26日㈰までの土・日曜、祝・休日
（5日㈷・6日
㉁を除く）
各13時30分、14時30分（各回20分）
内容星と星座にまつわる子ども向けのやさしい
話
アイエスエス

宇宙実験室I SS（国際宇宙ステーション）

先着200人
に特製シール
プレゼント

5月26日㈰までの土・日曜、祝・休日
（5日㈷・6日
㉁を除く）
各10時30分（文字解説付き）
、15時30
分（各回40分）
内容当日の星空とISSで
の宇宙実験を紹介
©JAXA

共通 定員各回先着80人 費用各回50円（ 65歳以上、中学生以下 、障害者
手帳等を持つ人とその人1人につき付き添いの人1人は 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

߇ߣߎߥࠎߎޟ
ߢ߈ࠎࠆࠎߛޠ
ࠍᗵߒࠃ߁㧋

子ども向けプログラミング教室

コーダー道場まつど

5月11日㈯13時30分〜16時 会場松戸観光案内所 対象マウス操作が
できる小学生（保護者同伴 ） 持ち物ノートパソコン（貸し出しあり）
定員先着14人
コ

ー

ド

フォー

マ

ツ

ド

Code for Matsudoホームページで
文化観光国際課☎366−7327

子ども読書推進センター☎331−0077

Code for
Matsudo
ホームページ

5月9日㈭･14日㈫・17日㈮・21日㈫・23日㈭・24日㈮・28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

親子絵本講座
5月10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

市民センターおはなし会
日程
5/10㈮
5/15㈬
5/17㈮
5/21㈫

会場
明市民センター
東部スポーツパーク
五香市民センター
小金原市民センター

日程

会場
和名ヶ谷スポーツセンター
5/23㈭
（分館内）
5/24㈮ 新松戸市民センター
5/28㈫ 小金市民センター（分館内）

時間15時30分〜16時 対象幼児〜小学生と保護者

絵本はじめのいーっぽ
〜乳幼児のための読み聞かせサポート〜
日時
会場 （ 駐車場はありません ）
5/14㈫10:00〜10:30 河原塚第一町会公民館
5/17㈮10:30〜11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内 ）
チェリッシュ・サポート・システム
5/21㈫11:00〜11:30
（野菊野こども園内 ）
5/22㈬10:30〜11:00 ほっとるーむ新松戸
5/23㈭10:30〜11:00 矢切公民館
5/24㈮10:30〜11:00 常盤平児童福祉館
5/24㈮11:20〜11:50 根木内こども館
対象0歳〜3歳くらいの子と保護者

年に一度、がん・骨粗しょう症検診を受 けましょう
①肺がん②大腸がん集団検診

子宮頸がん集団検診

検診日
実施会場
5/ 7㈫ 小金保健福祉センター
5/13㈪ 中央保健福祉センター
5/30㈭ 新松戸市民センター
6/10㈪ 中央保健福祉センター
6/19㈬ 六実市民センター別館
6/24㈪ 常盤平保健福祉センター
9/ 4㈬ 常盤平保健福祉センター
9/19㈭ 六実市民センター別館
10/ 3㈭ 新松戸市民センター
10/17㈭ 東部スポーツパーク
12/ 9㈪ 小金保健福祉センター
12/18㈬ 常盤平保健福祉センター
2020（R2）
/
中央保健福祉センター
1/ 9㈭
1/16㈭ 常盤平保健福祉センター
2/ 4㈫ 新松戸市民センター
2/19㈬ 中央保健福祉センター
受付時間9時30分〜11時
対象40歳以上
費用①100円②300円
直接会場で
※②大腸がんの検体提出日は、受診券
（オレンジ色 ）に同封のお知らせまたは
市ホームページをご覧ください。検体
提出日にも受診券を持参してください。

救急医療体制
※かかりつけ医・薬局をもちましょう。
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検診日
5/22㈬
5/27㈪
6/ 3㈪
6/13㈭
6/19㈬
7/17㈬
7/25㈭
7/30㈫
11/ 6㈬
11/14㈭
11/15㈮
12/12㈭
12/13㈮
12/16㈪
12/17㈫
2020（R2）
/
1/20㈪
1/22㈬
1/24㈮
2/ 3㈪
2/ 6㈭
2/ 7㈮

★
★
★

★
★

★
★

骨粗しょう症集団検診

実施会場
新松戸市民センター
中央保健福祉センター
常盤平保健福祉センター
東部スポーツパーク
中央保健福祉センター
小金保健福祉センター
常盤平保健福祉センター
新松戸市民センター
常盤平保健福祉センター
六実市民センター別館
新松戸市民センター
六実市民センター別館
東部スポーツパーク
中央保健福祉センター
小金保健福祉センター

検診日
実施会場
9/30㈪ 中央保健福祉センター
10/ 9㈬ 常盤平保健福祉センター
10/18 ㈮ 小金保健福祉センター
2020（R2）
/
中央保健福祉センター ※午前のみ
2/ 1㈯
受付時間 9時15分〜11時、13時15分〜15時
対象2020（令和2）年3月31日時点で35・40・45・50・
55・60・65・70歳の女性
費用500円
8月31日㈯までに、以下のいず
れかの方法で ちば電子申請サー
ビス 電話で健康推進課☎366−
ちば電子申請サービス
7487へ 直接市役所・各支所内 （子宮頸がん・骨粗しょう症
集団検診申し込み）
の市民健康相談室で

常盤平保健福祉センター
★ 中央保健福祉センター
★ 常盤平保健福祉センター
中央保健福祉センター
東部スポーツパーク
★ 新松戸市民センター

★印はママサポート
（子どもの一時的な見守りなど）
を実施

受付時間9時30分〜11時、13時30分〜15時
対象20歳以上の女性
費用400円
※今年度から事前の申し込みが必要になります。
ちば電子申請サービスまたは電話で健康推進課
☎366−7487へ

テレホン案内
サービス

健康推進課
☎366−7487

共通 持ち物共通受診券（オレンジ色、受診券がな
い人はお問い合わせください）
、子宮頸がん検診
はスカート ※以下のいずれかに該当する人は無
料 2020（令和2 ）年3月31日時点で75歳以上
後期高齢者医療被保険者証を持つ 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）
。 ※自覚症状が
ある人は、直接医療機関にご相談ください。 ※会
場は駐車台数に限りがあるため、公共交通機関等
をご利用ください。

☎366−0010 平日16時30分〜翌日9時
休日と土曜9時〜翌日9時

※当日案内への切り替えを毎朝８時45分〜９時の間に実施
〔当日の医療機関（待機病院、休日在宅当直医、夜間小児
急病センター、休日土曜日夜間歯科診療所等）
を案内 〕
。

広報まつどは色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいよう、

●広報まつど

まつど健康マイレージ付与 …

5月・6月は赤十字運動月間〜災害から
いのちを守る赤十字〜
日本赤十字社は、災害時の医療救護活動や救
援物資の配布、いのちを救う救急法等の赤十字講
習会、防災・減災活動の普及、赤十字ボランティア
の育成等の人道的活動を皆さんからの活動資金に
よって実施しています。ご支援・ご協力をお願いし
ます。
日本赤十字社千葉県支部松戸市地区（地域福祉
課内）
☎366−3019

総合医療センター「看護の日」
〜新人看護
師と一緒に看護の心をお届けします〜

終活の準備〜エンディングノートの書き
方〜 要申込

5月16日㈭10時〜16時 会場同センター1・2
階ホスピタルストリート 内容看護師によるハン
ドマッサージ、お口の健康、フットケア、医師・看
護師に変身できるコーナー 費用無料
同センター☎712−2511

5月28日㈫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

がん患者・家族①集いの場②緩和ケア
教室 要申込

認知症サポーター養成講座 要申込

5月①23日㈭ 13時30分〜15時30分②24日㈮
14時〜15時（13時45分開場） 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①フリートー
キング②がん患者の心のケア 定員各先着15人
費用無料 ※がんの相談も受け付けています。
①のみ電話またはFAXで同センターがん診療
対策室☎712−2511
（内線1025）
、 712−2573へ

5月29日㈬10時〜11時30分 会場馬橋市民セ
ンター 定員先着20人 費用無料
電話で馬橋西高齢者いきいき安心センター
☎711−9430へ

健康塾〜看護の日週間「健康チェックし
ましょう」〜
5月16日㈭10時〜15時 会場東松戸病院正面
玄関1階フロア 内容計測、看護師による健康相
談 持ち物動きやすい服装と靴 費用無料
当日会場で
同病院保健福祉医療室☎391−5500

2019（平成31）
年度

介護者のつどい＆栗カフェ〜みんなの
居場所〜
5月29日㈬13時〜15時 会場小金原高齢者い
きいき安心センター 対象小金原地域または近隣
在住の認知症の人やその介護をしている人 定
員先着10人程度 費用無料
当日会場で
同センター☎383−3111

健康推進課予防衛生班
☎366−7484

高齢者向け肺炎球菌感染症予防接種のご案内

対象者初めて肺炎球菌ワクチン（ニューモバックスNP）を接種する65歳以上
〔1955（昭和30）年4月1日以前に生まれた人 〕 ※2020（令和2）年3月31日ま
でに65・70・75・80・85・90・95・100歳以上になる人は国の定期予防接種の
対象となります（今年度から5年間、経過措置を継続することになりました）
。
接種期限2020（令和2）
年3月31日
医療機関名

電話番号

松戸地区

2019（令和元 ）年5月1日

医療機関名

電話番号

実施医療機関市が委託する市内の医療機関（下表） ※やむを得ない事情によ
り市外の医療機関で接種を希望する場合は、事前に健康推進課にお問い合わせ
ください。 接種回数1回限り 持ち物健康保険証（生活保護受給世帯は生活
保護証明書等が必要） 接種費用2,500円（生活保護受給世帯は費用免除）
直接各医療機関へ
医療機関名

大谷口医院
稔台吉田内科クリニック循環
366−8811
器科

電話番号

医療機関名

341−1125 秋山クリニック
矢切・東部地区

松戸タワークリニック内科・
331−0143
眼科・小児科
稔台整形外科クリニック

366−1585 皆川医院

あいハートクリニック松戸駅前 360−3636 クリニックソワニエ

308−3008 西内科神経内科クリニック

電話番号
387−5556

常盤平おひさまクリニック

711−7531

368−2341 若葉ファミリー常盤平駅前
311−4063 内科クリニック

316−2200
375−8875

由井皮膚科泌尿器科医院

365−0306 丸山内科医院

361−7900 さかの整形外科クリニック

362−3722 ちよだ整形外科

立原医院

331−1811 竹下医院

363−6286 矢切クリニック

394−8850 森医院

387−7132

コスモ松戸クリニック

368−1513 青木内科

364−1681 三矢小台内科クリニック

362−4383 さくら通り内科・大島

394−7955

もりた内科・眼科クリニック

362−3136 高田外科胃腸内科

362−8237 小関内科医院

391−1473 くぼたクリニック松戸五香

710−7411

まつど内科

308−6121 柳澤医院

364−1300 若林胃腸科クリニック

391−8877 常盤平中央病院

387−4121

ほっち医院

362−2531 内藤医院

368−0345 柿の木台クリニック

308−6671 花輪医院

388−0707

上野整形外科

308−3338 日本大学松戸歯学部付属病院 360−9526 とちの樹メディカルクリニック 330−8227 新八柱整形外科内科

389−8511

橋本内科クリニック

368−1131 高木クリニック

383−5533

364−0979 松戸ニッセイ聖隷クリニック
小金地区

栗原医院

362−3105

新東京クリニック

366−7000 斉藤内科・心療内科クリニック 346−6655 東松戸病院

平野医院

362−2322 北小金クリニック

大久保医院
本町クリニック循環器内科・
312−4113
内科
山本病院

高塚団地診療所

330−8298 ラシバヤクリニック
392−6751 千葉西総合病院

384−8111

391−5500 ヨネファミリークリニック

383−3337

343−2960 梨香台診療所

312−7301 宇野医院

386−4822

342−1076 東松戸はなぞの眼科

712−0015 三井クリニック

392−1013

341−3191 東松戸クリニック

392−9911 八柱三和クリニック

312−8830

丹野内科・循環器科

308−2830 伊藤医院

341−1368 むさしの北総クリニック

712−0300 八柱みどりの整形外科

312−8877

そが内科クリニック

308−6677 タカハシクリニック

394−2211 加賀谷正クリニック

312−7707 足立中央クリニック

386−0088

東葛クリニックみらい

366−6150

700−5422 清仁会クリニック

385−1234

391−1800 こすもす内科クリニック

385−8621

小金原地区
いらはら診療所

明第1・第2地区

メディクス松戸クリニック
347−2231 阿部クリニック

東葛クリニック病院

364−5121 ながと内科・皮膚科クリニック 309−7011 さくらクリニック・松戸

312−7600 大塚医院

384−2323

冨田耳鼻咽喉科医院

367−4665 愛和クリニック

702−3028 一条会クリニック

372−5111 後藤医院

384−7471

西川医院

368−0081 きのわきクリニック

309−5515 秋山ハートクリニック

330−9911 三和病院

712−0202

とちき内科循環器科

308−6666 小金原診療所

341−1131

早川整形外科クリニック

308−6555 山口内科クリニック

340−5888 脇坂内科クリニック

千葉いぐさクリニック
にしむら内科クリニック

367−5676 旭神経内科リハビリテーショ
恩田メディカルクリニック
385−5566
711−9823 ン病院
島田医院

小松内科神経内科

308−7100

新松戸地区

馬橋地区

わざクリニック

岡村胃腸科外科

384−3667

700−5572 ハートクリニック牧の原

382−6047

341−1265 牧の原クリニック

389−8311

341−1110

五香・六実地区

309−1177 松戸第一クリニック

712−0266

上本郷レディース整形外科

308−6600 新松戸中央総合病院

345−1111 馬橋クリニック

703−7215 上野内科クリニック

388−2870

松戸呼吸器内科クリニック

363−1572 新松戸ハートクリニック

374−4810 ゆりのきクリニック

340−0231 せき整形外科クリニック

311−7770

島村トータル・ケア・クリニック 308−5546 とくいずみ医院

345−6000 市場医院

342−1069 五香病院

311−5550

けやきトータルクリニック
総合クリニック ドクターラン
369−3333
ド松戸
桐友クリニック新松戸

309−2299 兒玉医院

345−6971 松戸牧の原病院

712−2756

703−7222 古池外科胃腸科医院

342−1062 松戸外科内科クリニック

311−5757
387−1611

田代外科医院

364−9976 平岡クリニック

701−5555 愛和クリニック

702−3028 すずき整形外科クリニック

稔台斎藤クリニック

330−2300 新松戸診療所

343−9271 八ケ崎山下クリニック

702−7858 六高台内科胃腸科クリニック 385−2251

大須整形外科医院
西村内科循環器科

366−1480 新松戸内科・糖尿病 こばや
津田内科クリニック
340−5558
369−1011 しクリニック
松戸神経内科

奥隅医院

362−1825 新松戸加藤耳鼻咽喉科医院

347−6743

石島医院

367−2131 森内科クリニック

346−1818 門野診療所

384−9639 新東京クリニック松飛台

岡産婦人科稔台クリニック

364−2071 熊谷内科

345−3333 どうたれ内科診療所

394−0600

カラーユニバーサルデザインに配慮して作成しています。

312−1971 横関医院

387−2027

344−3311 西村クリニック

311−7711

常盤平・八柱地区

広報広聴課（広報担当 ）☎366−7320

奥田整形外科

311−8010
384−3111
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●広報まつど

2019（令和元 ）年5月1日

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。

日程

時間
8:30〜17:00★

交通事故相談

平日
第1月
第2〜4月
第1〜4火
第2〜5木
毎週月・火・木

English／Chinese

1st・3rd Tue.

法律相談
（随時予約 ）

Spanish

2nd Tue.

Tagalog

2nd・4th Tue.

今月は実施しません

13:00〜17:00
9:00〜17:00★
9:00〜12:00

会場

問い合わせ

相談名

松戸市消防救急相談
一般民事相談専用
市役所本館2階相談コー （広報広聴課
消費生活相談
ナー☎366−1162
広聴担当室）
(City Hall main Bld. ☎366−7319
福祉まるごと相談
level2)
※一般民事相談は
福祉なんでも相談
金銭・身の上・相続・ 電話相談専用ダイヤル
※最終受付は、
各相談の 離 婚・家 庭 問 題 等
毎週水、
第1・4金10:00
終了時間のおおむね30 の簡単な法解釈を
〜15:00☎368−1333
分前
要する相談
基幹相談支援
※法律相談は、
裁判中
センターCoCo
や調停中の事件は相談
できません
ふれあい相談室

日程

時間

毎日

24時間

消防局☎363−1119

平日

8:30〜16:00

消費生活センター☎365−6565

平日

9:00〜17:00

高齢者支援課☎366−1100

第2〜5水
第4金

10:00〜15:00

第1火

障がい者相談

相談名
市政相談・一般民事相談

※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。

8:30〜19:00
平日

9:00〜17:00
（予約優先 ）
13:00〜16:00 ※不動産・登記相談の 行政書士相談
障がい者虐待防止
相談日の1カ月 事務局予約専用
行政書士相談（予約制 ）
第2木
9:00〜12:00 予約は、
平日
8:30〜19:00
（初見） 障がい者差別相談センター
前から前日の17時まで ☎316−1950
不動産相談（予約制 ）
第2〜5水
13:00〜17:00
（平日9時から17時）
※税務相談の予約は、
高齢者・障がい者
毎週火・金（祝日
9:00〜17:00
税務相談（予約制 ）
第2金
13:00〜17:00 相談日の1カ月前から
成年後見制度相談
の場合は前日） （要予約 ）
登記相談（予約制 ）
第3金
13:00〜16:30 前々日の17時まで
毎週月・木
労働相談
17:00〜20:00
（第3木を除く）
建築士会相談窓口
建築士相談
第2水
（予約優先 ） 9:00〜12:00
市役所本館2階
☎362−8401
経営相談（起業を含む）
相談コーナー
平日
9:00〜17:00
（予約制 ）
住宅リフォーム相談
第3水
10:00〜16:00
住宅政策課
若者の就労相談
毎週火〜土
マンション管理相談
第1水
（予約優先）今月は実施しません 市役所新館6階会議室 ☎366−7366
9:30〜17:00
（予約制 ）
（祝日休み）
第2〜4木
9:00〜12:00 行政経営課相談コーナー
行政経営課
☎366−7311
65歳以上
第1金
今月は実施しません 新松戸市民センター
人権相談
法務局人権ダイヤル 無料職業
平日
9:00〜17:00★
第2金
ふれあい22
☎0570−
※人権相談は法務局松戸
紹介所
10:00〜15:00★
003−110
65歳未満
支局でも行っています
第1火
六実支所
（平日8時30分から
第1木
今月は実施しません 小金原市民センター
17時15分）
生活に困っている人の
平日
9:00〜17:00
相談
家庭児童相談
平日
9:00〜17:00
子ども家庭相談課☎366−3941
就学・教育相談
（予約制）
平日
8:30〜17:00
婦人相談
平日
9:00〜17:00
子ども家庭相談課☎366−3955
電話
ひとり親
（就労等）
相談
平日
9:00〜17:00★
子育て支援課☎366−7347
毎週火〜土
9:30〜17:00
青少年相談
来所予約制
CMS☎394−5590
チェリッシュ・サポート・システム
いじめ電話相談
平日
8:30〜19:00
☎308−5880
第1月・木
14:00〜20:00
子すずめ☎387−0124
女性対象
ゆうまつど （予約制 ）
あおば☎387−5456
子育て相談
平日
8:30〜17:00
第2〜4月・木
10:00〜16:00
こころの
ドリーム☎070−3935−1230
相談
男性対象
第1・3金
17:30〜20:30
はなみずき☎710−8070
（電話相談 ）
グレース☎382−6182
まつど女性就労・両立支援 毎週火・水・木
10:00〜15:00
相談（第2木は起業相談も）（祝日・月末日を除く）
風の丘☎375−8447
Vietnamese

4th Fri.

行政相談

第2・4月

13:00〜16:00

子育て支援センター

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。
https://www.morinohall21.com/
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●ソフトバレーボール教室
5/5㈷ 9:00〜11:00 会 場常 盤
浅野☎090−4012
平体育館
−7686
●ファミリースポーツ教室
5/5㈷9:00〜12:00 会場新松
宮 崎 ☎ 346−
戸西 小 学 校
4327
●グラウンド・ゴルフ教室
5/5㈷9:00〜13:00 会場新松
戸西 小 学 校
矢 野 ☎ 090−
3107−0348
●ソフトボール教室
5/11㈯9:00〜13:00 会場東部
秋谷
スポーツパーク野球場
☎090−7837−3677
●軽スポーツ・グラウンド・ゴル
フ教室
5/18㈯9:00〜12:00 会場稔台
小学校 内容カローリング、バド
ミ ントン 他
髙 橋 ☎ 363−
3064
●ヘルスバレーボール・ボッチャ
教室
5/18㈯19:00〜21:00 会場東
岩
部スポーツパーク体育館
下☎090−5531−8004

森のホール21
日程

六実支所

（社福 ）
松戸市
社会福祉協議会
☎368−1333

総合福祉会館（2階 ）
※訪問可

☎308−5028
366−1138

社会福祉協議会

ふれあい22（3階） ☎388−6222・6225
383−5552
※訪問可
基幹相談支援センターCoCo内
（総合福祉会館2階 ）
☎366−8376
366−1138
NPO成年後見センター
しぐなるあいず☎702−7868
商工振興課
勤労会館
☎711−6377
松戸商工会議所
松戸商工会議所
会館
☎364−3111
松戸商工会議所
まつどサポステ
別館
☎703−8301
（社福 ）
松戸市社会福祉協議会
（市役所本館1階 ）
☎365−4712
（社福 ）
松戸市社会福祉協議会
（市役所本館3階 ）
☎366−0077
松戸市自立相談支援センター
（市役所本館3階 ）
☎366−0077
教育研究所（予約専用 ）
☎366−7600
常盤平児童福祉館☎384−7867
☎703−0602（本人・保護者対象 ）

男女共同参画課（相談室直通 ）
☎363−0505

ゆうまつど
（2階 ）

●親子体操教室
6/2 ㈰・8 ㈯ 各9:30〜11:00
会場馬橋小学校 対象5歳〜小学
2年生と保護者 申 髙田☎090
−8496−3396へ

今月の催し物

内容（★は有料）

男女共同参画課
☎364−8778

開演
時間

☎384−5050

お問い合わせ先

松戸ブラスオルケスター定期
成本
14:00
演奏会
☎080−3257−5910
サンライズプロモーション
だいすけお兄さんの世界迷作 12:30
東京（10時〜18時）
6㉁
劇場2018−19 ★
15:30
☎0570−00−3337
松戸みどりライオンズクラ
熱帯JAZZ楽団 IN 松戸 チャ
11㈯
16:00 ブ・竹内
リティコンサート2019 ★
☎090−6046−3133
はるかぜ30周年記念コンサー
東葛合唱団はるかぜ・太田
12㈰
14:30
ト
「虹色のえんぴつ」 ★
☎090−7821−1127
ディスクガレージ（平日
KIKKAWA KOJI 35th
18㈯
17:00 12時〜19時）
Anniversary Live TOUR ★
☎050−5533−0888
松戸シティフィルハーモニー
宮城
19㈰ 管弦楽団 ファミリーコンサー 14:00
☎070−4134−1175
ト ★
森のホール21チケットセ
さだまさしコンサートツアー
24㈮
18:00 ンター
2019 〜新自分風土記〜 ★
☎384−3331
福 田 こう へ い コン サ ートツ 13:30 ベルワールドミュージック
28㈫
アー2019 〜一所懸命〜 ★ 18:00 ☎03−3222−7982
専修大学松戸中学・高等学校
5㈷
13:30 同校・松井☎362−9101
合唱部 スプリングコンサート
NPOユニークユニバース
12㈰ UNiFES2019 ★
13:30 UNiFES実行委員会
☎382−5000
同オーケストラ事務局広報
21世紀オーケストラ特別公演
18㈯
13:30 担当
in 松戸 2019 ★
☎090−8584−6301
19㈰ 松戸民謡協会 民謡民舞大会 10:00 工藤☎388−1321
シンコペ事務局
25㈯ ビッグバンドジャズ コンサート 13:30
☎090−2423−8174
松 戸 市 民カラオケ歌 謡 協 会
松本
26㈰
9:30
夏の歌謡祭
☎090−4742−4792
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。
5㈷

小ホール

◆熱帯JAZZ楽団 IN 松戸 チャ
リティコンサート2019
5/11㈯16:00
会 場大ホール 費 用全 席 指 定
5,000円 ※未就学児入場不可
◆はるかぜ30周年記念コンサート
「虹色のえんぴつ」
市民会館
5/12㈰14:30
☎368−1237 ★は有料
会 場 大 ホール 費 用 全 席 自 由
休館日… 月曜（祝・休日の場合は開館
1,500円、中学・高校生800円、
し、翌日休館 ）
障 が い 者・小 学 生以下5 0 0 円
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。
（当日券は各200円 増し） ※3
◆憲法記念日の集い ★
歳以上チケット必要
◆三遊亭歌之介改メ四代目三遊
5/5㈷13:00
おーい図書館・榎本☎090−
亭圓歌襲名披露興行2019
3103−1006
7/28㈰13:00
◆認知症予防講演会
会 場 大 ホール 費 用 S席 4,500
5/18㈯13:30
円、A席4,000円 ※未就学児入
高齢者支援課☎366−734
場不可

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※費用の記載がないものは無料。
※申し込みは当日会場で。
●はスポーツ推進委員主催

●グラウンド・ゴルフ教室
5/19 ㈰ 9:00〜12:00 会 場 東
漸寺本堂裏広場
（駐車場使用不
堀☎344−1735
可）
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
5/19㈰9:00〜12:00 会場幸谷
西原☎344−1025
小学校

問い合わせ

大ホール

◆専修大学松戸中学・高等学校
演劇部 定期発表会
5/4㈷12:30、15:30
同校顧問・浅田☎362−9101
◆秘蔵っ子カラオケ発表会
5/6㉁10:00
和田☎070−6564−5698
◆馬橋芸能連合会 華の競演
5/18㈯11:00
松澤☎343−2123
◆歌謡スタジオ「歌練 」歌謡祭
5/19㈰9:50
同スタジオ☎394−2223
◆松戸童謡の会 童謡を歌う
（月
例会 ）★
5/22㈬13:55
鈴木☎343−6631
◆松戸春の謡と仕舞の会
5/23㈭9:45
山本☎341−0689
◆東葛剣詩舞連合会 剣詩舞大会
5/25㈯11:00
秋山☎387−3502
◆45周年 和敬会 筝曲温習会
5/26㈰11:30
朝岡☎04−7146−2361
◆まつど地域活躍塾第3期公開
講座・塾生募集説明会
5/28㈫14:00
市民自治課☎366−7062

◆金城菊香ダンススタジオSTEP
松戸教室発表会
5/4㈷15:30
同教室・佐藤☎090−3219−
2684
◆松戸市民謡連盟大会
5/6㉁9:30
同 民 謡 連 盟・ 宮 澤 ☎ 090−
3001−4030
◆松戸舞踊連合会 舞踊大会
5/12㈰10:30
同 会・ 渋 谷 ☎ 090−2218−
9532
◆紅梅流英寿乃会 舞踊発表会
5/19㈰11:00
同会・紅梅☎340−4171
◆バレエコンサートDreams on
Stage Vol.4
5/26㈰16:30
同団体・友田☎080−1195−
6777

◆21世紀オーケストラ特別公演
in 松戸 2019
5/18㈯13:30
会 場 小 ホール 費 用 全 席 自 由
2,500円、学生1,500円（当日券
は各500円増し） ※小 学生 以
上はチケット必要。学生席は学
生証の提示が必要。未就学児は
親子室へご案内（事前予約制 ）
◆松戸シティフィルハーモニー管
弦楽団 ファミリーコンサート
5/19㈰14:00
会 場 大 ホール 費 用 全 席 自 由
800円
（当日900円 ）、高校生以
下・60歳 以 上500円（当日窓口
のみ） ※未就学児は親子室へ
ご案内

会場

広報まつど
3月1日号の
おわびと訂正
森のホール21
チケットセンター
☎384−3331

6面「カルチャー＆スポーツ」の森の
ホール21 チケットセンターの記事に誤
りがありました。おわびして訂正します。
正:熱帯JAZZ楽団 IN 松戸 チャリティ
コンサート2019
誤:2019熱帯JASS楽団 IN 松戸

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。

●広報まつど

2019（令和元 ）年5月1日

マークは市民活動助成事業です）
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
◆パソコン初心者講習「基本操作と図形・
●アーチェリー初心者教室〔全4回 〕
5/12㈰・19 ㈰・26㈰、6/2 ㈰ 各13時
地図の練習 」
6/30㈰までの希望日①10時〜12時②
〜16時 運動公園体育館 10m初歩実
技 中学生以上 先着8人 3,200円
13時〜15時③15時〜17時④18時〜20
時 NPO快適IT空間・松戸教室（市民劇
電話で松戸市アーチェリー協会・浜辺☎
342−4706へ
場向かい） 各回先着1人 各2,000円
「松音ハッピーコンサート」音楽を楽
電話で 同NPO・石井☎703−7284へ
●詩吟を楽しむ会
しんで繋げよう地域の輪・和・話
㈭13時〜15時 新松戸市民センター
5/12㈰13時30分〜15時30分 矢切
電 話で輝 龍 会・紺 野 ☎ 090−1425−
公民館 ピアノソロ、独唱、歌声コーラ
ス 松戸音楽活動同好会・武石☎090−
0487へ
◆ソフトテニス教室
9686−6793
6/30までの㈯㈰10時〜12時 高塚
◆健康体操無料体験会
5/13㈪・20㈪各9時30分〜11時 常
もぐらコート
（高塚十字路近く） 5歳児〜
小学生 ラケット
盤平体育館 60歳以上 各先着10人
（貸し出しあり） もぐら
電話ではなみずき・高沼☎080−4060−
倶楽部・高橋☎090−4365−7877
4078へ
◆社交ダンス講習会（中級 ）
①5/4 ㈷②5/11㈯・18㈯・25㈯各13
◆成年後見制度の個別相談会
5/13㈪、6/3㈪ 各13時〜16時 勤労
時〜14時30分 ①稔台②常盤平各市民
会館 電話で認定NPO東葛市民後見人の
センター スローフォックストロット 先
着10人 各1,000円 当日会場で ソ
会松戸支部・上野☎090−6156−0673へ
●社交ダンス体験会（ワルツ中級）
〔全4回〕
シアルダンス・ かがやき・粟田☎384−
5/14㈫・21㈫・28㈫、6/4㈫ 各 19時
1579（夜間のみ）
10分〜20時45分 新松戸市民センター
●野外水彩画写生体験会
5/7㈫10時〜15時 21世紀の森と広
ダンスシューズ 1,000円 電話で新
場 日本水彩画会理事 水彩画道具一式
松戸社交ダンスサークル・吉村☎346−
1,000円 電話で松戸水彩会・陸 島☎
1736へ
080−3504−2624へ
◆遺言・相続の無料法律相談会
5/15㈬13時〜16時（相談時間1人45
●だれでもできる！やさしい詩吟教室
5/8㈬・15㈬各18時〜20時 常盤平市
分） 千葉県弁護士会松戸支部（松戸駅下
民センター 筆記用具 電話で松 鳳会・
車） 先着20人 5/8㈬から、電話で同
長谷川☎090−3046−4991へ
支部☎366−6611へ
◆気軽に作ろう男の料理
（60分クッキング）
◆元気で体操！
5/9㈭10時〜14時 市民会館 先着
5/16㈭10時〜11時 常盤平市民セ
5人 1,000円 電話で料 親会・今野☎
ンター 先着20人 当日会場で 常盤
090−5557−7813へ
平地区高齢者支援連絡会事務局・野村☎
●話すことが楽しくなる「見学体験 〔
」全2
387−1234
●脳のクセと片づけ
回〕
5/9㈭・23㈭各18時15分〜20時30分
5/16㈭10時〜11時30分 市民会館
市民会館 筆記用具 500円 電話で
筆記用具 500円 電話で心スッキリ
実践話し方研究会・田中☎090−4374−
☆私にあったお片づけを見つける会・山﨑
3931（昼間のみ）
へ
☎090−2545−4746（昼間のみ）
へ
◆韓国語を勉強しよう〔全6回〕
●三ツ峠ハイキング
5/10〜7/26の 第 2・4㈮ 9時 20分〜
5/18㈯7時30分JR高尾駅河口湖行き
10時50分 市民会館 先着15人 1回
ホーム集合（5/8㈬19時から市民会館で
1,500円 電話でコリアンガーデン・土山
事前説明会） 65歳以下 先着10人
電話でまつど山翠会・鈴木☎090−8727
☎360−2440へ
◆足裏リフレクソロジー「体験とミニ講座」 −6051へ
5/10㈮10時〜12時 市民交流会館
◆江戸川ビギナーズ探鳥会
（すまいる） 先着12人 300円 電話
5/18㈯9時松戸駅西口デッキ集合、12
時江戸川河川敷解散 日本野鳥の会千葉
で足がる隊・川野☎389−1902へ
◆司法書士法律相談
県・鈴木☎362−3714
5/11〜6/29の㈯（5/25を除く）
10時
◆千葉大学キャンパスで樹木に咲く花と
新緑を訪ねる
〜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
5/18 ㈯10時松戸駅東西連絡通路集合、
12時解散〔雨天決行 〕 先着20人 200
☎043−204−8333へ
円 電 話 で 千 葉 大みどりの会・市 川 ☎
◆帯やカーテン地でセカンドバッグを作り
ませんか
342−1815へ
5/11㈯・18㈯ 各13時〜15時 30分
●馬橋芸能連合会「華の競演（舞踊大会 ）
」
5/18㈯11時〜18時 市民劇場 同
家庭文庫ピッピ（新京成松戸新田駅下車）
連合会・松澤☎343−2123
各先着5人 各1,000円 電話で同文
●初心者カヌー講習会
庫・足立☎090−1219−4562へ
5/19㈰・26㈰、6/2㈰・16㈰ 各 9時〜
●ギター基礎講座（楽器貸し出し有り）
15時 上葛飾橋下江戸川河川敷 小学
〔全3回 〕
4 年生以 上 各先着20人 各3,000円
5/11㈯・18㈯・25㈯各15時〜18時
矢切公民館 5,000円 電話でウエー （中学生以下2,000円 ） ※昼食付き 各
ブ・吉田☎090−4395−5664へ
講習日の5日前までに、Eメールで松戸市カ
ヌー協会・池田 samasamati@yahoo.
●人形の町・岩槻市街散策（約8km）
5/12㈰8時松戸駅東西連絡通路集合、
co.jpへ
15時東武アーバンパークライン東岩 槻 駅
●歴史散歩「経世塚・工兵学校跡・千葉大
解 散 飲み物、弁当 400円（別途交通
園芸学部・竹内啓墓・戸定邸等を訪ねる」
5/19㈰13時30分松戸駅集合、16時
費） 当日集合場所で 松戸歩こう会・
30分解散 300円 当日集合場所で
出原☎386−5611（昼間のみ）
◆看護フェスタ2019 by 聖徳大学看護学部
松戸史談会・沖☎341−9262（夜間のみ）
5/12㈰10時30分〜13時 同大学3号
●スペースアップマジックショー（トラン
館（松戸駅下車） ミニ講演会、健康相談、
プ、ロープ等）
5/19 ㈰14時〜15時40分 松戸商工会
ストレスチェック他 当日会場で 同大
議所 300円 松戸奇術会・岩田☎080
学地域連携課☎365−1111 ※まつど
−4209−2783（昼間のみ）
健康マイレージ 5マイル対象

●混声合唱団コール・アマフォーク定期
演奏会
5/19㈰14時開演 上野学園石橋メモ
リアルホール（台東区） 800円（全席自
由 ） 同合唱団・井出☎342−9410
●松戸シティフィル ファミリーコンサート
5/19㈰14時開演（13時30分開場）
森のホール21 シューマン『交響曲第1番
「春 」
』、ドヴォルジャーク『チェロ協奏曲 』
（長 谷 部 一 郎 独 奏）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
◆盲導犬を普及させる会チャリティーコン
サート
5/19㈰10時〜15時〔雨天中止 〕 松戸
駅西口デッキ コンサート、盲導犬・介助
犬ユーザーの講話、募金等 同会☎090
−8003−7790
●初心者歓迎！オカリナ無料体験教室
5/20㈪10時〜11時30分 矢切公民
館 電話でオカリナサークル響・中 平☎
331−3035へ
◆シニアロースクール〜裁判所職員や弁
護士に話を聞いてみませんか〜
5/22㈬14時〜16時 千葉家庭裁判
所松戸支部（松戸駅下車） 成年後見に
ついて 先着40人 5/9㈭から、電話で
千葉県弁護士会松戸支部☎366−1211
（10時〜16時）
へ
●松戸市レディース卓球大会
5/23㈭9時〜17時 運動公園体育館
ランク別ダブルス戦 市内在住・在勤
の女性 1人800円 5/10㈮までに、電
話で松戸市レディース卓球連盟・長谷☎
368−0329へ
◆楊名時健康太極拳体験会
5/24㈮・31㈮各9時〜11時 柿ノ木
台体育館他 当日会場で 楊名時健康
太極拳柿の木台教室・坂口☎367−5368
（夜間のみ）
●松戸市パークゴルフ大会
5/25㈯ 8時〜12時 30分 オスカー
パークゴルフ公園船橋コース（船橋市）
36ホールストロークプレー 市民、松戸
市パークゴルフ協会会員 1,700円（会員
1,600円 ） 電話で 同協会・川田☎090−
2148−0017へ

●木馬会（絵画）
第2・4㈭9時〜12時 青少年会館
月3,500円 3,000円 秋場☎367−
3297
●舞夢新松戸ダンスサークル
㈮13時〜15時50分 市民交流会館
（すまいる） 月3,000円 西☎090−
6511−3466
●矢切社交ダンス研修会
㈮ 18時〜21時 矢 切 公 民 館 月
2,500円 1,000円 西 條 ☎ 090−
8100−5681
●光墨会（墨絵 ）
第 2・4㈭ 12時〜15時 市 民 会 館
月3,000円 青柳☎090−4955−
3459
●松戸ペン習字サークル
第1・3 ㈬18時〜20時 市民会館
月2,200円 1,000円 髙松☎363−
2908
●小金原ペン習字サークル
第2・4㈯10時〜12時 小金原市民
センター 月2,000円 1,000円 松
野☎090−1107−3703
●松戸ペン習字クラブ
第 2・4㈮ 9時〜12時 市 民 会 館
月2,000円 1,000円 髙桑☎701−
5216（昼間のみ）

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。

◆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（松戸駅下車 ） 各先着10人
NPOみんなでサポートちば☎070−1541
−7661
◆講演＆トーク＆矢切ウオッチング「次代
につなぐ人・まち・農業〜都市農業の未来
を学ぼう」
5/25㈯13時30分〜16時 まつど 市
民活動サポートセンター 先 着40人
300 円 当日会場で 矢切の耕地を未
来につなげる会・武 笠 ☎ 090−9365−
9608
●みんなで遊ぼう! ! 自然体験学級「7つの
ゲームに挑戦しよう！」
5/26㈰9時30分〜12時30分〔雨天時
は 6 /9 ㈰に延期 〕 小金原公園 5歳児
〜小学3年生（保護者同伴） 100円 当
日会場で 松戸市スカウト連絡協議会・
渡辺☎090−2747−3909（夜間のみ）
◆心臓ペースメーカー講演会
5/26㈰13時〜15時30分 アミュゼ柏
（柏市） 取手医師会病院副院長・渡邉寛
氏他 心臓ペースメーカー装着者または
装着予定者 1,000円（付き添い者無料）
5/9㈭までに、電話で日本心臓ペース
メーカー友の会千葉県支部柏地区・加藤
☎04−7191−6983（9時〜12時）
へ
●ギターアンサンブルサマーコンサート
6/1㈯13時 〜15時30分 市民劇場
松戸ギタークラブ・徳田☎090−3048
−8225（昼間のみ）
●福島を忘れない〜復興支援チャリティ
竜馬四重奏LIVE2019
6 /8 ㈯ 1 4 時から 森のホール2 1
全席指定4,000円（前売り3,500円）
、小・
中 学 生 2,000円 松 戸 友 の 会 ☎ 04−
7173−7626（昼間のみ）
●硬式テニス教室①ナイター②初心者シ
ニア③④⑤初心者
①7月〜10月の㈰ ㈪ ㈮のいずれか、7
月〜9月の②㈫③④㈯、⑤6〜8月の㈪
①金ケ作②④⑤栗ケ沢③中央各公園庭球
場 ①③④⑤中学生以上 ②50歳以上
先着①90人②30人③④⑤各60人 ①
14,000円②③⑤各10,000円④9,000円
5/15㈬までに、松戸市テニス協会ホー
ムページで 同協会☎341−1133（㈫ ㈭
㈯12時30分〜16時30分）

●まつ里会（文学講座・伊勢物語 ）
第3㈬10時〜12時 市民会館 月
1,200円 藤田☎362−2328
●松戸市少年少女発明クラブ
㈯14時 30分〜16時 30分または㈰
10時〜12時 ※ 開 講 式 は 5/12㈰
新松戸未来館（JR新松戸駅下車 ） 小
学3年〜中学生（小学2年生は保護者同
伴なら可 ） 各先着40人 年10,000
円 難波☎090−5766−3751
●ホーム指圧指友会
㈭ 13 時〜17 時
市民会館
月
2,500円 1,000円 大 橋 ☎ 387−
0556
●グローリーテニスクラブ
① ㈪13時〜17時 ②㈮ 10時〜12時
①栗ケ沢公園庭球場②松戸テニス
倶 楽部 60歳以上の男性、55歳以上
の女性 各先着20人 1回300円（年
90回程度） 瀬之口☎331−2551
●八ケ崎エアロビクス
㈫ 10時〜12時 八 ケ 崎 市 民 セ ン
ター 20歳以上の女性 月2,000円
2,000円 染井☎341−6110
◆ねんきん太極拳サークル
第2・4㈮9時40分〜11時40分 稔
台市民センター 月2,000円 安部☎
389−6677

広報広聴課（広報担当）☎366−7320
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人口 491,265人

パソコン・スマートフォン版

モバイル版

〕内は前月比

〔

387 〕

男

243,844人〔

188 〕

世帯 227,650世帯 〔

931 〕

女

247,421人〔

199 〕

※2015
（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。
ほ く し ょ う か

い

り

松戸観光特命大使・北翔海莉さんご出演
チケット販売中
松竹特別公演

095

蘭 ～緒方洪庵 浪華の事件帳～
な

平成31年度予算と主な事業②
前回に引き続き、今年度の主な事業を説明いたします。
松戸市は常磐線の東京駅・品川駅への乗り入れや外環
道の開通により、交通の利便性が大幅に向上しました。こ
れに合わせ松戸の顔となる松戸駅周辺がさまざまな人が
集うまちとして再生するための取り組みを始めます。
まず、松戸駅周辺が国から「都市再生緊急整備地域 」を
定める政令を受けるため、地域整備方針等の検討を行っ
ています。地域指定されると、土地利用規制の緩和、都市
計画の提案、事業認可等の手続き期間の短縮、民間プロ
ジェクトに対する金融支援や税制措置を受けることができ
るようになります。この制度を活用することで、民間活力
を中心とした都市再生の推進が期待できます。
松戸中央公園一帯の「新拠点ゾーン」については、市内
外からの来訪者のニーズに応え、交流や賑わいを生む松
戸市の新たなランドマークとすることを目指します。その
ために空間や機能のあり方について皆さんの意見を伺い、
「新拠点ゾーン整備基本計画 」を策定したいと考えていま
す。松戸駅周辺は都市機能の更新時期を迎えており、併
せて人々のライフスタイルやワークスタイルの変化に応じ
た新しいまちづくりが必要です。
公共施設の中でも特に市役所本庁舎は耐震性に問題が
あるため、災害時に市民の生命・生活を支える拠点として
も庁舎の建て替えは急務です。
新松戸駅東側の土地区画整理事業では、地区の皆さん
と共にまちづくりに取り組んでいきたいと思います。
安全安心なまちづくりでは、通学路に防犯カメラを増設
し、子どもの安全を最優先に取り組みます。
この他、来年開催の東京オリンピック・パラリンピックで
は、ホストタウン相手国の「ルーマニア」
「ドミニカ共和国 」
と交流を深めつつ、事前キャンプの準備を進めます。聖火
リレー誘致にも力を入れ、大会を盛り上げていきます。今
年で発足50年を迎えるすぐやる課の記念事業や県内初と
なる「全国ねぎサミット」を松戸で開催し、矢切ねぎやあじ
さいねぎなどの松戸の野菜を全国にＰＲします。
今日は、元号が「令和 」に変わる記念すべき日です。松
戸市もこの1年を新たなまちづくり元年とし、10年先、20
年先を見据え、松戸のまちを再生し、賑わいのあるまちづ
くりを進めていきたいと思います。
に ぎ

松戸市長

〔

ほ ん ご う や

け ん じ

本郷谷 健次

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）。

に

わ

8月31日㈯11時～14時、15時30分～18時30分

会場 森のホール21大ホール
内容 若き日の緒方洪庵と在天の姫・東儀左近。別世界に生
きる二人は「天然痘を無くしたい」という同じ思いを持ち、
大坂の闇を切り裂く
出演者 藤山扇治郎、北翔海莉、久本雅美、石倉三郎他
費用全席指定席7,000円 ※未就学児入場不可。 ※託児
サービスあり。申し込みは電話でイベント託児マザーズ☎
0120－788－222（月〜金曜10時～17時 ）へ。 ※車椅子
席での観覧を希望する場合は、森のホール21チケットセン
ターにお問い合わせください。
問 同センター☎384－3331〔10時～19時、月曜休館（祝・
休日の場合は開館し、翌日休館 ）〕
ざいてん

すぐやる課からのお知らせ
ハチ
情報

ミツバチ

ハチはこちらから手を
出さなければ、めったに
攻撃してきませんが、種
類によっては 危 険 が 生
じるため、駆除しなけれ
ばならないことがありま
す。ハチの特徴を知り、
それぞれの種類に合わ
せた対 処をしましょう。
玄関の軒下など、 日常
生活に支障がある場所
に巣ができた場合は同
課にご連絡ください。

ハチに刺
されたら

ミツバチの分蜂

女 王 バチを中 心
に、樹木、電柱等に
大群で群がるこ と
（分 蜂）が あります
が、危険性が低く、
数日でどこかに飛
んでいきます。少し
の間、様子を見守っ
てください。

問同課☎366－7302

アシナガバチ

アシナガバチの巣

体は細 長く、 長
い足をダラリと垂ら
して飛んでいます。
巣は円すい形や、平
たい丸形です。夜や
寒い日は比較的飛
ばないので、巣が小
さいうちは市 販の
殺虫剤で簡単に駆
除できます。

スズメバチ

スズメバチの巣

体の大きなハチで
す。直線的な飛び方
をします。きれいな
縞模様の入った巣を
作り、だんだん大き
くなっていきます。
近寄ると巣を守るた
めに攻撃してきます
ので、十分注意して
ください。
しま

慌てずにすぐに傷口から毒を絞り出して、傷口を水でよく洗い、冷やし
てください。めまいや吐き気、じんましんなどの症状が出た場合は、すぐに
医療機関を受診してください。

道路の陥没や側溝蓋の破損など、身近にある問
題でどこに相談してよいか分からないことや市政
についての要望は、すぐやる課にご相談ください
詳細は市ホームページをご覧ください。

道路の陥没の修復前

修復後

ドミニカ共和国 × 松戸市 ×ルーマニア

ちゃん

こ う き

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

倖輝

市ホームページ

ママの真似をして弟のお世話をしてくれる
ミニママの菜花ちゃん。いつもふたりの笑
いや
顔に癒されています。

ちゃん

菜花ちゃん2017（平成29）
年 3月生
翔大ちゃん2018（平成30）
年10月生

うじ

実施時期 5月2日㉁から
練習会場 運動公園陸上競技場
練習風景の一般公開などを
予定。出場選手や日程等、詳
ツイッター
細 が 決まり次 第、ツイッター
や市ホームページでお知らせします。

はやかわじょ

な の は

陸上競技のルーマニア代表チーム
が、国内で行われる国際大会のトレー
ニングキャンプを市内で行います！

早川條士

菜花 ちゃん（右）
しょうた
翔大 ちゃん

東京2020大会に向けた市の取り組みや関連情報、ルーマニ
ア、ドミニカ共和国とのホストタウン交流情報などを発信します。

2017（平成29）
年11月生

2019（平成31）年2月生

家族で1番の食いしん坊 ★
すくすく大きく育って、大物
になってね♪

松戸さんにお腹なでなで安産祈願して
かげさま
もらったんだよ！お陰 様で元気な男の
子を出産しました！ありがとうー！

なか

市内在住の新婚カップル（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

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。

