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東松戸ゆいの花公園
祝・令和 結いの花フラワーフェスティバル
公園緑地課☎366－7380

5月26日㈰

新八柱▲

紙敷
車庫

紙敷

さくら通り

武蔵野線

JR

主要地方道路
市川柏線

農園

東松戸
中央公園
東松戸駅

駐車場

都立
八柱霊園

市立
松戸
高校

10時～16時〔雨天決行〕

市立
高校

松飛台▶

線

北総

東松戸
ゆいの花公園

山

◀秋

▼市川大野

※できるだけ電車・バス等の公共交通機関を
ご利用ください。ペットは入園できません。

◦緑の相談室
◦草花スタンプラリー
◦花苗販売
◦野菜販売
◦軽食販売
◦
（公財）松戸みどりと花の基金による花募金

〔雨天中止〕 会場 芝生広場

11 時～11 時 30分 松戸ウインドアンサンブル
13 時 30分～14 時 河原塚中学校吹奏楽部
14 時 30分～15 時 東松戸混声合唱団

東松戸ゆいの花公園では花や植物に親しめる講座も開催しています
5月28日㈫ 10 時 ～11時30分

講師松戸ハーブボランティア・渡辺雅江氏 定員先着12 人
持ち物せん定ばさみ、持ち帰り用の袋 費用 500 円

葉物で楽しむ初夏のアレンジ
6月2日㈰ 14 時 ～15 時30分

講師（一社）Nフラワーデザインインターナショナルス
ペシャライズド講師・野村季世子氏 定員先着12人
持ち物新聞紙、雑巾、持ち帰り用の袋 費用 2,000 円

要申込

多肉植物・サボテンの寄せ植え
6月9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 15 人 持ち物ピンセット、木綿糸、
薄手の手袋、レジ袋、手拭きタオル、エプロン、
スプーン、
割り箸、
空のペットボトル（500mL）
、
はさみ、持ち帰り用の袋 費用 2,600 円
共通

会場同公園マグノリアハウス
よ い は な
電話で同公園管理センター☎ 384－4187 へ

5 月 31 日㈮は軽自動車税の納期限です。

収納課☎ 366－7325

道

市民劇場

松戸駅

あおぞら音楽会

街

根本

他にも催しがたくさん！

山

JR

常磐線

時間13 時 ～16時 会場 同公園マグノリアハ
ウス 講師結いの会 費用 100 円
※申し込み不要、
受け付けは15時30分まで。

流

坂川

押し花のしおり講座

〜折り紙・色紙で花の形を切りぬき、色鉛筆・クレヨンで
絵を描いてオリジナルうちわを作ろう！〜
時間10 時から 会場 公園内テント

ふ

まつり会場

みんなで作ろう
「結いの花」 工作

ハーブの育て方、殖やし方

▲北松戸

山
▲流

時間 ①10 時から ②11 時から 会場同公園マグノ
フ ラ ワ ー
フ ラ ワ ー
プ ロ デ ュ ー サ ー ズ
リアハウス 講師 Flower Flower producers地蔵前
代表・
西口消防署
倉原由加氏 定員各先着 15 人 費用①1,800円
②2,300 円
よ い は な
電話で同公園管理センター☎ 384－4187 へ 図書館
駐車場

時間10 時から 会場 公園内テント 定員先着100人

上葛飾橋

ふれあい松戸川

〜自ら植えた花の成長を見守る楽しさを体験しよう！〜

花畑入口
古ケ崎五差路
要申込
①ハーバリウム
六間
川
②プリザーブドフラワーのボックスアレンジ
◀三郷

江戸川

みんなで咲かせよう
「結いの花」花植え

フラワーアレンジメント体験講座

●広報まつど

2019（令和元）年 5 月15 日

6月定例市議会開催予定

市職員を募集します

市議会事務局議事調査課☎366－7382

受験案内書配布 5月31日㈮まで、市ホームページまたは直接人事課
（土・日曜を除く）
で
試験日・会場6月23日㈰市立松戸高校他
受験資格 ①1989
（平成元）年4月2日以降に生まれた人②1969
（昭和44）年4月2日以
降に生まれ、通常の勤務時間に勤務することができ、次のいずれかに該当する人 ◦
身体障害者福祉法第 15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている◦都道府県知
事または政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受けている◦児童相談所等
により知的障害者であると判定された◦ 精神保健および精神障害者福祉に関する法
律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
5月31日㈮
〔消印有効〕までに郵送で		

請願・陳情提出期限 5月31日㈮ 12時
期日
6/11㈫
12㈬
13㈭
14㈮
17㈪
18㈫
20㈭
21㈮
24㈪
25㈫
27㈭

会議予定
（開議予定時刻 =10 時）
招集日・本会議

主な内容
議案の提案理由説明
一般質問

本会議

一般質問・議案質疑

総務財務常任委員会
健康福祉常任委員会
教育環境常任委員会
建設経済常任委員会
本会議

試験区分

議案等の審査
議案等の採決

上級

行政職

市立保育所①保育士②保育従事職員を
募集します
職種

3 時間
①保育士

4 時間

7 時間

②保育従事職員

3 時間
4 時間
6 時間

勤務時間帯
月～金曜

土曜

10:00～
14:00

5日

雇用保険
健康保険
厚生年金
×

3日
×
15:00～ 12:00～
4日
×
19:15
18:15
5日
○
1日
×
3日
○
  8:30～   8:30～
17:00
18:15
4日
○
5日
○
3日
×
4日
×
  6:45～   6:45～
5日
×
10:00
10:00
3日
×
   と
   と
4日
×
15:00～ 15:00～
5日
○
19:15
18:15
3日
×
(注)
(注)
4日
○
5日
○
注…原則 1 日 2 回勤務。3 時間勤務は1回の場合あり。

寄附に感謝いたします
2018
（平成30）
年度受け付け分

総務課☎366－7305、教育企画課☎366－7455

募集人数

自己推薦採用
3人程度
（事務職）

受験
資格

その他の受験資格

①

大学を卒業または 2019（令和元）年度卒業見込みで、
スポーツ・文化芸術・学術の分野において顕著な実績・
成果を収めた人、学業・研究等において特に成績優秀
な人

事務職

30人程度

①

土木

8人程度

①

建築

3人程度

①

障害者
（事務職）

5人程度

②

社会福祉士

5人程度

①

保健師

3人程度

①

初級

勤務開始・勤務日数応相談 勤務地市立保育所
必要資格①保育士 時給①1,270円 ②1,090円
電話で保育課☎366－7351へ
一日当たりの 一週間当たりの
勤務時間
勤務日数

人事課人事班☎366－7306

大学を卒業または 2019（令和元）年度卒業見込みの人
※土木・建築は、それぞれの専門の課程を修了または
修了見込みであること
大学を卒業または 2019（令和元）年度卒業見込みの人
短期大学、高等専門学校もしくは高等学校を卒業また
は 2019（令和元）年度卒業見込みの人
それぞれの資格を有するかまたは 2020（令和 2）年3
月末までに取得見込みの人

※詳細は受験案内書をご覧ください。
※民間企業等職務経験者、行政職初級事務職、保育士、消防職等の採用試験を実施する場合は、
8月1日に広報まつどと市ホームページでお知らせします。

総合医療センター事務職員を募集します
同センター管理局総務課人事係☎712－0715
受験案内書配布5月31日㈮まで、同センターホームページで
試験日・会場6月23日㈰同センター
5月31日㈮
〔消印有効〕までに郵送で
試験区分

募集人数

受験資格

事務職

若干名

1989（平成元）年 4 月 2 日以降に生まれ、大学を卒業または
2019（令和元）年度卒業見込みの人

※詳細は受験案内書をご覧ください。
※病院事務等経験者の採用試験を実施する場合は、8 月 1日に広報まつどと同センターホームペー
ジでお知らせします。

多くの皆さまから貴重な寄附をいただき、ありがとうございました。
皆さまのご厚意は、趣旨に沿って大切に使わせていただきます。
市では、 松戸市への支援・ 応援をお待ちしています。詳細は市ホー
ムページ「まつど応援寄附」をご覧ください。

市ホームページ

●寄附金
荒井尚司

本間ヒフ

平和台町会

松戸茶道会

藤﨑初江

荒木筆義

松戸芸術舞踊協会

松戸市観光梨園組合連合会

松戸神社

宝来古里

松戸健走会

松戸市梨研究会

松戸テニスクラブ

松戸市町会・自治会連合会馬橋地区会

松戸市茨城県人会

松戸みどりライオンズクラブ

松戸ロータリークラブ

第三中学校PTA

松戸市公衆浴場組合

松戸六実高等学校図書委員会

マブチモーター㈱

馬橋北小学校PTA

松戸市造園業協会

松飛台保育所父母会

●物品寄附（学校）

明治安田生命保険相互会社

松戸市ダンススポーツ協会

六実花愛で隊一同

相沢伸彦

●物品寄附（吹奏楽応援団）

松戸市民カラオケ歌謡協会

山田泰助

牛島紀子

荒木定信

恩田美佳

林良治

寒風台小学校PTA

●物品寄附（教育委員会）

加藤広之

井上亜希

後藤義一

番場達夫

松戸商工会議所青年部

及川雅博

㈱千葉銀行金町支店

岩井英子

北原重信

東浦惠美子

松戸中央ライオンズクラブ

川村学園女子大学

㈱山田養蜂場

岩谷則子

島根一郎

星肇

松戸みどり幼稚園PTA

(社福)松戸市社会福祉協議会

岸本君子

卯木直倫

鈴木寛子

松山節子

ゆうかり手工芸文化の会

生活協同組合コープみらい

幸内電器産業㈱

牛田裕子

田中真利

三原剛

㈲イセウ

日本コープ共済生活協同組合連
合会

砂山佳子

永登せつ子

中澤孝子

宮下義典

ポラスグループ

宗明建設㈱

蛯名操

中田敏和

安波盛雄

第四中学校 PTA

岡村雅宣

南條敏子

和田秀雄

読書応援団

小河原加壽子

布川孝三郎

井崎博之
市川秀樹
（一社）千葉県宅地建物取引業協会
松戸支部
伊藤博靖
エイブリック労働組合
小川佳興
㈱イズム
㈱カクタ
㈱八洋
㈱Myアセット
㈱モックもっくの仲間たち
㈱湯浅
近代住機㈱社員・近友会会員一同
久保田安子
グリーンエイト㈱
（公社）松戸青年会議所
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱
酒井康道
ジェットエイト㈱
生涯現役ときわ会
セイコーインスツルメンツ労働組
合高塚・大野支部
洗濯屋あべ
田中裕之
千葉県自動車整備振興会松戸支部
東京キリンビバレッジサービス㈱
柏支店
常盤平環境会議
飛田秀幸

2

㈲サフラン
山形運輸㈱
立正佼成会松戸教会国分川水難
慰霊供養の会

松戸交通安全母の会

●物品寄附

寄附金の事業・使途別内訳

東屋商店
（一社）日本造園建設業協会
㈱ゼンリン
㈱ゼンリン東京第二支社
㈱メリーチョコレートカムパニー
㈱湯浅建設
京葉瓦斯㈱
スズキ機工㈱
聖徳大学短期大学部
千葉県柔道整復師会松戸支部
DADA：日本障害福祉ダンス連盟
二十世紀ケ丘保育所父母会
藤田妙子

事業・使途
新病院建設事業
緑化推進事業
福祉のまちづくり事業
子育て支援事業
高齢者支援事業
障害者支援事業
協働のまちづくり事業
安全で安心なまちづくり事業
学校教育推進事業
社会教育芸術文化振興事業
スポーツ普及振興事業
環境施策推進事業
消防救急対策事業

内藤久貴

金額（円）
5,120,000
3,010,411
1,803,256
4,673,000
1,175,000
2,026,712
374,982
1,126,000
522,800
459,954
2,828,000
380,000
2,550,000

（順不同・敬称略）

事業・使途
市におまかせ
通学路および交差点改良
川の一里塚の健康遊具設置
児童虐待の防止
花火大会
松戸市立総合医療センターの医療
機器等

分散備蓄倉庫に関するもの・配備
品等
市災害および他被災地支援
夜間小児急病センターの運営費用
合計

金額（円）
59,154,000
3,000,000
1,000,000
20,000
30,000

50,000,000
80,471
50,000
1,100,000
140,484,586

4月は防災行政無線で4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。

●広報まつど

掲

示

お知らせ
気温が高く風の弱い、薄曇りから晴れ
の日は、光化学スモッグに注意を
発生すると目がチカチカするなどの健
康被害が発生することがあるため、注意
報等の発令時にはなるべく
外出を控えましょう。安全
安心メールで情報を発信し
ています 環境保全課☎
安全安心メール
366－7337
子育て中のカラスに注意しましょう
3月～7月ごろはカラスの繁殖期で、親
ガラスはヒナを守るため、近づいてくる
人に対して、鳴き声・低空飛行による威
嚇、頭部への攻撃をしてくることがあり
ます。近くに巣やヒナがいる場合がある
ので、近づかずに頭部を守り、その場を
離れましょう 環境政策課☎366－7089
雑草地の適正管理をお願いします
市では、雑草刈取業者の紹介を行って
います。条件、料金などは直接業者と相
談の上、契約してください
業者名

電話番号

㈲総建美社
㈱ハナノイ
ナオガーデン
東葛清掃㈱

341－6620

そう けん び しゃ

311－8701
343－0369
340－3369

環境保全課環境衛生係☎366－7336
自分で雑草を処理する人に草刈機を無
償で貸し出します
電話で環境保全課分室
（和名ケ谷クリー
ンセンター内）☎392－0477へ
明第1高齢者いきいき安心センターは
6/3㈪に移転します
移転先 稔 台 7 の 1 3 の 2 、
☎ 700－ 5881、 700－
5567 ※詳細は市ホーム
ページをご覧ください 同
市ホームページ
センター☎700－5881
2023
（令和5）
年以降も成人式は20歳を
対象として開催します
民法改正により成人年齢が20歳から18
歳に引き下げられますが、式の対象年齢
の変更はありません。なお、式の名称は
変更する場合があります 社会教育課社
会教育班☎366－7462
市営住宅入居者募集

募集期間 6/1㈯ 〜10㈪ 入居資格 ①市に住

民登録をしている市内在住または市内在
勤の人②同居する親族がいる人
（単身申し
込み要件を満たす人を除く）③持ち家を
有していないこと等、現に住宅に困窮し
ていることが明らかな人 ④所定の方法に
より算出した月収が、一般=15万8千円以
下、高齢者・身体障がい者等
（条件あり）
＝ 21万 4千円以下 募集案内書の配布 5/30
㈭から 6/10㈪の間に、住宅政策課・各支
所・行政サービスセンターで 入居時期 7月
〔消印有効〕に郵送
下旬ごろ 募集期間内
でのみ受け付け ※応募者多数の場合は
公開抽選。家賃・必要書類他は、募集案
内書をご覧ください 住宅政策課☎ 366
－7366
次期総合計画（仮称）策定方針を定めま
した
現在の総合計画が2020
（令和2）年度で
終了するため、新たな総合計画の策定に
向けた取り組みを開始しま
した。詳細は市ホームペー
ジをご 覧ください 政策推
進課☎366－7072
市ホームページ

板

市等からのお知らせをお伝えするコーナーです。
…日時、日程
…会場
…内容
…講師
…費用（記載がないものは無料）
…申し込み先

2019
（令和 元）
年度使用料等の徴収業
務委託先を市ホームページに掲載して
います
財政課☎366－7076
大規模小売店舗の変更届出の縦覧と意
見書の提出
縦覧および意見書提出期限 8 / 5 ㈪ 縦覧場所
商工振興課 対象店舗 松戸ビル・松戸ビル
新館 同課☎711－6377
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日～4日8時30分～17時
※応相談 勤務場所 中央・小金各保健福祉
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 時給
1540円 電話で子ども家庭相談課母子
保健担当室☎366－5180へ
まつど合同企業説明会 参加企業募集
地元での就職を考えている若年求職者
に直接企業の魅力を発信できる説明会で
す 7/6㈯13時 ～17時 松戸商工会議所
（松戸駅下車） 市内企業 先着 40社
5/31㈮までに、電話またはEメールで説明
会事務局
（㈱学情）☎03－3545－7310、
matsudo@gakujo.ne.jpへ
高齢者いきいき安心センター受託法人
募集
公募説明会 5/28㈫10時から 中央保
健センター地下会議室 ※事前に参加申込
書の提出が必要 募集内容 委託期間 2020
（R2）/4/1～2023
（R5）/3/31（単年度契
約）業務内容 ◦総合相談支援業務 ◦権利
擁護業務◦包括的・継続的ケアマネジメン
ト業務◦介護予防ケアマネジメント業務◦
松戸市指定業務◦指定介護予防支援業務
公募数 4カ所 応募書類受付期間 7/8㈪ ～
12㈮ ※応募には公募説明会への参加が
必要。募集内容の詳細は市ホームページ
で 高齢者支援課地域包括ケア推進担当
室☎366－7343

講座・講演・催し
21世紀の森と広場 よもやま話～おもし
ろ公園ガイド～
5/25㈯ 13時 30分 同広場パークセン
ター前集合、15時解散 公園内の昔の話
を聞きながら、ガイドと一緒に園内を回
る 電話で同広場パークセンター☎345
－8900へ
今年の21世紀の森と広場ホタル観賞会
は中止となりました
同広場パークセンター☎ 345－ 8900
古民家「旧齋藤邸」を描こう！
〔全3回〕
5/31㈮、6/7㈮・14㈮ 各10時 30分同
邸集合、終了後各自解散（最終は15時ま
で）
〔雨天決行〕 同邸（紙敷 588） 同
邸を描画の場として公開
※日本画家・
せいこう
泉晴行氏が初心者をサポート 各先着15
人（複数日参加可） 画材一式 電話で
社会教育課社会教育班☎366－7462へ
親子手芸教室
6/1㈯ 13時 ～15時 市民会館 オリ
ジナルフォトフレームを作ろう！ 市 内
在住の小・中学生と保護者 先着 50人
はさみ、ものさし、フレームに飾りた
いもの 電話で青少年相談員連絡協議会
（子どもわかもの課内）☎366－7464へ
ちびっこフェスティバル
6/2㈰ 10時 ～ 14時 東部スポーツ
パーク 子育て情報相談コーナー、手作

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。

りおもちゃ、パラバルーン、アンパンマ
ン体操、なりきりコーナー、スタンプラ
リー、おもちゃの病院他 乳幼児と家族
上履き 東部地区社会福祉協議会☎
391－6581
松戸子育てカレッジ「子育て広場 おや
こで
“ゆるりん”
」
6/7㈮・10㈪・14㈮・21㈮・24㈪・28
㈮各10時 ～12時 ※6/14 ㈮11時 ～11
時30分は、講座
「子どもの健康」を開催
聖徳大学 10号館（松戸駅下車） 2 歳ま
での子と保護者 各100円 子育て支援
課☎366－7347
市民会館プラネタリウム室
（NAOKO SPACE PLANETARIUM）
6月の星空観望会「月と春の大曲線」
6/8㈯ 18時 30分 ～ 20時 30分 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） 先着 80人（中
学生以下は保護者同伴） 電話で同館☎
368－1237へ
サンバを歌う、ボサノヴァを聴く、ショー
タイム
6/8㈯14時 ～ 16時
（13時30分開場）
六実市民センター 先着 180人
1,500円
（小学生 500円、中学生～大学生
1,000円）※小学生は大人同伴 ※卵型
シェーカーとドリンク付き 同センター
☎385－0116
ちば里山カレッジ「森を知ろう・森に学
ぼう」
〔全６回〕
① 6/23㈰ 9時 30分〜 16時②7/28㈰
9時30分〜15時③8/25㈰ 9時30分 〜16
時④10/6㈰ 9時30分〜15時⑤11/3㈷10
時〜15時 30分⑥12/1㈰ 10時〜15時
①③ちば里山センター（袖ケ浦市）②ち
ば里山センター他④石みやの森他（松戸
市紙敷）⑤むつみの森他（八千代市・印西
市）⑥千葉市民会館（千葉市） ①千葉県
の自然の豊かさを学ぶ②生物多様性保全
の森づくり③森林の密度管理～理論と
実践～④里山のいろいろな姿を学ぶ⑤
都市近郊の里山保全活動⑥都市近郊の
森づくり 先着25人 8,000円 6/20
㈭までに、電話または Eメールで NPOち
ば里山センター☎ 0438－ 62－ 8895、
info@chiba-satoyama.netへ
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…対象
…定員
…問い合わせ先

…持ち物

危険物取扱者保安講習
（法定講習）
7/12㈮ 給取午前一般午後 野田市文
化会館 4,700円分の千葉県収入証紙
先着1,000人 5/20㈪から24㈮の間に、
申請書
（消防局と各消防署で配布）
と免状
（写し可）を直接松戸市危険物安全協会事
務局
（消防局予防課内、☎ 363－ 1114）
へ
2019
（令和元）
年度千葉県調理師試験
10/12㈯ TKPガーデンシティ千葉
（千葉市）願書配布 県内の健康福祉セン
ター
（保健所）等で 願書受付 松戸市在住の
人は6/25㈫ ～ 27㈭ 各 10時 ～16時に松
戸健康福祉センター
（松戸保健所）
で 同
センター地域保健課☎361－2121
松戸地域職業訓練センター講座
Word・Excel等のパソコン講座他
各先 着 10人 各 12,000円他（会員各
10,000円他） 費用を添えて直接同セン
ター
（小金原1の19の3、☎349－3200）
へ

会議
緑推進委員会
5/17㈮15時～17時 市役所新館5階
市民サロン 傍聴定員 先着 10人（開会直前
まで受け付け） みどりと花の課保全班
☎366－7378
子ども・子育て会議
5/27㈪ 18時 30分から 市役所新館 7
（18時15分
階大会議室 傍聴定員 先着10人
から受け付け） 子ども政策課 ☎ 704－
4007
都市公園整備活用推進委員会
5/28㈫ 10時から 市役所新館 5階市
民サロン 傍聴定員 先着5人（9時30分から
受け付け ） 公園緑地課計画班☎ 366－
7380、21世紀の森と広場管理事務所☎
345－8900

松戸市内の
ダイオキシン類測定結果 環境保全課
☎366－7337
2018
（平成30）
年度

市では、一般環境大気、河川水、河川底質、地下水のダイオキシン類の濃
度を測定しています。2018
（平成 30）
年度は、全ての測定地点で環境基準以
内でした。
一般環境大気
（単位:pg-TEQ/㎥）
測定地点
根本測定局
五香測定局
二ツ木測定局

測定結果
0.054
0.036
0.048

環境基準
0.6 以下

河川底質
（単位:pg-TEQ/g）
測定地点

測定結果

坂川（弁天橋）

11

新坂川
（さかね橋）

0.45

環境基準
150 以下

河川水
（単位:pg-TEQ/L）
測定地点

測定結果

坂川（弁天橋）

0.190

新坂川
（さかね橋）

0.084

環境基準
1 以下

地下水
（単位:pg-TEQ/L）
測定地点

測定結果

上本郷

0.067

小金

0.067

環境基準
1 以下

◦ 一般環境大気の結果は年平均値
◦ 1pg
（ピコグラム）とは、1兆分の1グラムのこと
◦ TEQとは、ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中で最も毒性の強い 2,3,7,8–
四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの量に換算した量で
「毒性等量」という
家庭ごみ等の焼却は法律で禁止されています。 ダイオキシンや微小粒子状物質
（PM2.5）の濃度上昇にも影響を与える可能性があるので、市の収集日に指定され
た場所に出してください。

問高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343
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歴史ある特別な空間で音楽を楽しみませんか
古民家「旧齋藤邸」季節のミニコンサート 夏

戸定アートプロジェクト

要申込

古民家と懐かしジャズハーモニー
～ニューオリンズと初夏の風を楽しむ～

♪

♪

♬

江川良子氏

♬

青木研氏

森のホール21で楽しむ極上の演奏

小林研一郎 指揮
読売日本交響楽団 特別演奏会
よみきょう

「読 響×コバケン」の名コンビに、世界で活躍する注目のチェリスト・伊藤
悠貴氏が加わっての松戸公演。極上の演奏が楽しめます。
日時11月16日㈯14時 会場森のホール21大ホール 出演小林研一郎氏
（指揮）
、伊藤悠貴氏（チェロ）
、読売日本交響楽団（管弦楽） 費用全席
指定 S 席4,500円、A席3,500円 ※未就学児入場不可。
森のホール21チケットセンター☎384－3331〔10時～19時、月曜休館
（祝・休日の場合は開館し、翌日休館）〕

伊藤悠貴氏
ⓒCharlotte Fielding

5月30日㈭10時オープン！
ご

み

ゼ

都築惇氏

田中拓也氏

6月8日㈯13時 ～13時40分、14時30分 ～15時10分
会場戸定邸表座敷棟 内容サクソフォン四重奏（May, June, July他）
りょうこ
まさのり
つ づ き じゅん
出演サクソフォン奏者・江川良子氏、 大石将紀氏、都築惇 氏、田中拓也氏
費用歴史館・戸定邸共通入館料（一般320円）他 ※申し込みは不要です。
戸定歴史館☎362－2050

高校生と赤ちゃんのふれあい体験

参加親子募集

要申込

次世代を担う高校生たちが、生命の大切さを学ぶ機会として、乳幼児と
のふれあい体験を実施します。日頃、乳幼児と接する機会が少ない高校生
たちに、貴重な時間を提供してくださる親子を募集します。お子さんにとっ
てもいろいろな人と触れ合う体験になります。ぜひご参加ください。
日時6月6日㈭・7日㈮・10日㈪ ～14日㈮
各10時5分 ～10時55分（9時45分から受
け付け。複数日参加歓迎） 会場県立松戸
向陽高校介護実習室 内容抱っこやふれあ
い遊び等、高校生からお母さんへの質問タ
イム 対象おおむね生後5カ月 から1歳6カ
月の乳幼児と保護者 定員各日30組程度
持ち物母子健康手帳、エコー写真（持っている人）
、おもちゃ、おむつ等
5月24日㈮までに、参加申込書をEメールまたはFAXで子どもわかもの
課 mckowaka@city.matsudo.chiba.jp、 366－7473（☎366－7464）
へ
※参加申込書は市ホームページでダウンロードできる他、同課・各おやこ
DE広場・子育て支援センターで配布しています。

食の大切さを見直し、
のぞましい食習慣を身につけよう！

松戸食育まつり

各ブースを体験するとポイントがもら
えます。ポイントをためた子ども先着200
人程度に松戸産枝豆をプレゼント！

粗大ごみで出された物のうち、まだ使用できる物
を障がい者就労施設で清掃・補修して販売します。
ぜひ、 掘り出し物を探しに来てください。
営 業 日 月 ～ 金 曜9 時 ～17時、 第2・4土 曜10時 ～
16時 所在地稔台7の31の1 ※詳細は市ホーム
ページをご覧ください。
同工房☎710－7201、廃棄物対策課☎704－2010
南部市場フリーマーケットに出店しています！
次回予定 5月19日㈰ 9 時～12時 会場同市場

市ホームページ

パラダイスエア

アーティスト決定の瞬間に立ち会おう！
毎年数百件の応募があるPARADISE AIRのロングステイ・プログラムでは、
世界中からアーティストを募り、約2カ月
間の市内長期滞在を支援しています。公
ア ン ノ ウ ン
プ レ ジ ャ ー ズ
募テーマは「Unknown Pleasures（ 知ら
れざる喜び）
」
。公開最終審査で招へいアー
ティストを決定します。
日時6月2日㈰15時 会場PARADISE AIR
（松戸駅下車） 費用無料
昨年の審査会の様子

ア

（一社）PAIR☎364 －8832、文化観光国際課☎366－7327
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大石将紀氏

ロ

リユース工房みらいず

ペ

♩

♬

田村麻紀子氏

5月28日㈫13時 ～14時（12時30分開場）
会場旧齋藤邸（紙敷588） 内容懐かしのジャズナンバー
（聖者の行進、What a wonderful world他）
出演田村麻紀子氏（クラリネット・ボーカル）
、青木研氏
（バンジョー） 定員先着30人 持ち物飲み物、虫よけ
スプレー 費用無料
電話で社会教育課☎366－7462へ
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

小林研一郎氏
ⓒ読売日本交響楽団

♪
戸定邸
～新緑コンサート～

日時6月8日㈯11時30分～ 16時30分
会場市民会館 内容①かつお節削り体験
②だしの飲み比べ③だしを使ったレシピ
の紹介・試食④歯磨き指導⑤野菜クイズ
⑥松戸市食育かるた体験⑦清涼飲料水の糖度測定⑧食育アプリ体験
定員①～③は全5回、各回70人程度（当日先着順で整理券を配布）
費用無料
松戸市食育シンボル
健康福祉政策課☎704－0055
キャラクター・ぱくちゃん

8月3日㈯開催！

松戸花火大会 イン2019

～みんなであげる夢花火～への協賛を募集しています
願いや思いを込めた花火を打ち上げ、
夏の思い出をつくりませんか。大会当日
は協賛者スペースで観覧できます。
申込期限7月3日㈬
※申し込み用紙は、文化観光国際課・各
支所にあります。
同大会実行委員会事務局（同課内）
☎366－7327

●広報まつど

小学校家庭教育学級合同開級式・家庭教育講演会

要申込

い

あなたの経験・スキルを地域で活かす道を見つけましょう！

子どもたちの自己肯定感を高める家庭の役割とは？

工藤紀子氏

「自己肯定感」は、 人間関係や仕事にとどまらず、自己
かな
実現や夢を叶えるための重要な柱にもなります。また、こ
の感覚が高まると、自分を信頼できるようになり、これが
人生の質にも大きく影響していきます。
「家庭教育を通して、どのように自己肯定感を育ててい
くか」について話します。

日時 5月31日㈮10時30分 ～12時（10時開場） 会場市民劇場
講師（一社）日本セルフエスティーム普及協会代表理事・工藤紀子氏
定員先着300人 費用無料
電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

勤労会館 ふれあい教室

要申込

ビジネスコース「社内トラブル・クレーム対応」〔全2回〕

6月19日㈬・26日㈬各19時 ～ 20時30分
会場勤労会館 対象市内在勤の人、市内在住の勤労者または就職を希望す
る人 定員先着20人 持ち物筆記用具 費用無料
5月25日㈯〔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

2019（令和元）年 5 月15 日

要申込

塾生を募集します
まつど地域活躍塾とは

まつどをより暮らしやすいまちにす
るために、町会・自治会、NPO、ボラ
ンティア団体など、地域で活躍したい
人のための塾です。自分の経験やスキ
い
ルを活かして、地域に貢献していく方
法を一緒に見つけませんか。

昨年度の活動の様子

受講期間 7月 ～2020
（令和2）年2月の主に木曜14時～16時30分（15回程度
実施予定） 会場新松戸市民活動支援コーナー他 内容◦市内で活躍する方
から活動の現状についての講義 ◦街の課題の構造や解決策を考えるワーク
ショップ ◦市内の町会・自治会・NPO等の活動を実地体験 対象地域で活
動する意思のある市内在住・在勤・在学の18歳以上 定員40人
（申込多数の
場合、書類選考あり） 受講料5,000円 ※払い戻しはできません。
6月15日㈯
〔必着〕
までに、
申込書
（今までの活動履歴も記載）とレポート
「ま
つど地域活躍塾で学び、実践したいこと」
（ 800字以内）を郵送ま
たは直接〒271－0094松戸市上矢切 299の 1 まつど市民活動
サポートセンター
（☎365－5522）へ
※申込書は同センターと市民自治課
（☎ 366－ 7062）で配布する 同センター
ホームページ
他、同センターホームページでダウンロードできます。

高齢者の活躍の場を一緒に広げませんか 「訪問型元気応援サービス」の担い手を

元気づくりの通いの場
「元気応援くらぶ」公募説明会

募集します!!

要申込

住民主体でサロンや元気づくりの活動を行う「通いの場」の運営団体募
集に伴う公募説明会です。
市内に53ある元気応援くらぶでは、体操・カラオケ・ボードゲーム等、
い
好きなことや得意なことを活かしながら楽しく活動しています。人とつ
ながる社会参加や役割を持つことは、健康づくりの第一歩です。高齢者
が気軽に出掛け、人と触れ合い、できるだけ長く健康に生活できる地域
づくりに参加しませんか？
※公募の詳細は、市ホームページをご覧ください。
日時6月4日㈫13時30分 ～15時20分（13時開場）
内容公募説明、講演（千葉大学予防医学センター教
授・近藤克則氏）、地域活動団体向けコンテンツ紹
介コーナーの説明等
会場市民劇場 定員先着250人
5月 31日㈮までに、電話で高齢者支援課地域
包括ケア推進担当室☎366－7343へ
地域活動団体向けコンテンツ紹介コーナー
通いの場などの地域活動を行っている人向けの情報提供コーナーで
す。事業者や団体が無償または実費相当で実施している各種講座・講
師など、活動を活発にするために役立つサービスを紹介します。
日時6月4日㈫15時25分 ～16時15分 会場市民劇場

要申込

家事等の手伝い・受診の付き添い・話し相手など、高齢者の自立を応援す
る担い手になる人向けの基本研修を開催します。
※受講後はサービス実施団体に所属し、実務研修を受講する必要があります。
日時 5月 31日㈮ 9時 30分 ～ 11時 30分 会場衛生会館 対象高齢者の生活支
援に関心がある市内在住の人 定員先着50人 費用無料
電話で介護保険課☎366－7370へ

松戸健康福祉センター（松戸保健所）
各種無料相談・検査 要申込

相談名
（原則予約制）
日時
予約・問い合わせ
電話
（予約不要） 6/11 ㈫ 9:00 ～ 11:30
不妊相談
来所
6/11 ㈫ 13:30 ～ 15:00
思春期相談
6/25 ㈫ 13:30 ～ 15:30
☎361−2138
精神保健福祉相談
6/ 6 ㈭・17 ㈪ 各 14:00 ～16:00
酒害相談
6/20 ㈭ 14:00 ～ 16:30
即日検査
6/ 4 ㈫・18 ㈫ 各13:30 ～14:00
エイズ
夜間検査
6/18 ㈫ 17:15 ～ 18:15
☎361−2139
検査
※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
電話（予約不要） ㈪～㈮ 9:00 ～ 17:00
DV相談
☎361−6651
来所
原則㈮ 9:00 ～ 17:00
（予約不要）
障がい者 電話
☎361−2346
㈪㈫㈭㈮ 9:00 ～ 17:00
367−7554
差別相談 来所

春の生涯学習講座

要申込

成人講座「日本画って何？」日本画に触れてみよう～日本画入門編〔全3回〕
日程
6/19 ㈬
6/25 ㈫
7/ 3 ㈬

内容
日本画って何？
かんたん日本美術史
杉板に絵をかく・合評会

時間10時 ～13時 会場文化ホール
せいこう
講師日本画家・泉晴行氏 対象市内在住・在勤
定員15人（抽選） 費用500円

ふるさと発見創造講座（グループ活動によるまち探訪）
〔全10回〕
日程

6/ 3 ㈪
6/10 ㈪
6/17 ㈪
6/24 ㈪
7/ 8 ㈪
9/ 9 ㈪
11/11 ㈪
2020(R2)/2/ 3 ㈪
2/25 ㈫ ～ 28 ㈮
3/23 ㈪

内容
基調講義、まちの歩き方と写真の活用法
松戸を知る①（まち探訪とワークショップ）
松戸を知る②（まち探訪とワークショップ）
松戸を知る③（まち探訪とワークショップ）
テーマ設定、グループ編成、活動計画作成
調査結果の共有と今後の取りまとめ方
活動の進捗状況共有、効果的なポスターの作り方
プレ成果発表・意見交換（成果から活動へ）
成果発表（ポスター掲示 : 市役所 1 階連絡通路）
修了式・振り返り会

5月22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、5月23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。

時間10時 ～12時 会場文化ホール他 講師神奈川大学人間科学部教授・齊藤ゆか氏、聖徳大学児童学部長・大成哲雄氏、
社会教育関係団体他 対象市内在住・在勤 定員30人（抽選） 費用無料 ※内容や講師等は変更となることがあります。

申し込みフォーム
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●広報まつど

2019（令和元）年 5 月15 日

小児慢性特定疾病医療費助成制度の更新手続きを忘れずに
受付期間 6月3 日㈪ 〜 7月 26日㈮（土・日曜、祝日を除く） ※以下のいずれ
かに該当する人は 6月26日㈬まで 国民健康保険組合加入 住民税非課税
健康保険証の変更があった 受付時間9 時〜11時、13時〜16時 受付場
所松戸健康福祉センター（松戸保健所）地域保健課 対象小児慢性特定疾
病医療受給者
同課☎361−2138

まつど健康マイレージ付与 …

麻しん（はしか）
・風しん混合（MR）第1期・第2期予防接種を受けましょう
対象者
第 1期 =1歳〜 2歳未満、第 2期 =2013（平成 25）年 4月 2日〜 2014（平成
26）年4月1日生まれ ※第2期の対象者には、4月上旬に通知を送付済み。
接種期間2020（令和2）年 3月31日まで
転入や紛失等の理由で予診票を持っていない場合
母子健康手帳を持参して、直接健康推進課（即日発行）または各支所の市民
健康相談室（後日郵送）で申し込みできます。はがきでの申し込みも可。
※詳細はお問い合わせください。
注 意事 項 麻しんと風しんの両方にかかった人は接種不要です 市外の医
療機関での接種を希望する場合は、お問い合わせください
同課予防衛生班☎366−7484

よい歯のコンクール参加者募集 要申込
6月2日㈰9時30分から10時15分の間に受け付け 会場中央保健福祉セン
ター 対象高齢者=2019（平成31）年4月1日現在80歳以上で歯が20本以
上ある人（かぶせた歯・さし歯可） 親と子=2018（平成30）年 4月1日から
2019（平成31）年3月31日の間に3歳児健康診査（歯科）を受けた子と親
5月22日 ㈬までに、電 話で松 戸歯 科医 師 会 ☎36 8−3553（月・火・
水・金曜10 時〜16時）へ

歯と口の健康週間〜年に一度は歯の健康チェック〜

健康教室（糖尿病）

6 月2日㈰13時30分〜14時30分 会場中央保健福祉センター
定員先着 ①10人② ③各30人 費用無料

5月21日㈫14時〜 15時（13時45分開場） 会場総合医療センター 2 階大会
議室 内容糖尿病と口のケア 講師同センター歯科医師・歯科衛生士 費
用無料
同センター栄養管理室 ☎712−2511（内線1091）

コーナー
歯科検診・相談

食からはじめる健康セミナー「野菜コース・春」 要申込
日程

会場

5/31㈮ 小金保健福祉センター

電話番号
346− 5601

366−74 89

時間10時〜13 時 内容講話と調理実習 対象市内在住の20歳〜59歳 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
5月15日 ㈬ 9 時から、電話で各会場へ

認知症サポーター養成講座

歯並びの治療というと、歯列矯正が真っ先に思い浮かぶと思います。し
かし、 上アゴ、または下アゴの成長の不具合によって生じる受け口や出っ
歯、奥歯だけがかみ合って前歯がかめない開咬、あるいは顔面の歪みに由
来する歯並びは、歯列矯正だけでは完治できない
「顎変形症」という病気の
可能性があります。
顎変形症の中には、上アゴの骨・下アゴの骨の成長の過剰・不足や変形
が含まれ、その原因は遺伝的な要因が強いといわれていますが、多くの場
合は不明とされています。治療法としては、歯列矯正で歯並びを整えると
ともに、アゴの手術をすることで上アゴと下アゴの位置関係を改善します。
治療後にはバランスの良い顔貌とかみ合わせを得ることができます。これ
は、美容外科とは異なり、保険での治療が可能です。

（無料）

●常盤平児童福祉館☎387−3320
中高生の広場（TAPS）水・土曜17時〜19時
内容 フリータイム・卓球大会他
水曜広場 ①5日 ㈬ ②12日 ㈬ ③19日 ㈬ ④26日 ㈬
各16時〜16時45分 内容 ①紙飛行機大会②季
節の折り紙作り③大縄跳び④七夕飾りを作ろ
う！ 対象 主に小学生
卓球広場 8日 ㈯14時 〜15時30分 内容 基礎を
学ぼう 対象 小・中学生
あそび広場 ①15日㈯②22日㈯③29日㈯各15時
〜16時 内容 ①レクゲーム大会②スライムを作
ろう！③七夕デザート作り 対象 主に小学生

●移動児童館☎387−3320
あそぼう会 運動公園小体育室 2 火曜15時〜17時
六実市民センター 水曜15時15分〜17時 八ケ崎市民
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よく噛めているかガムの色でチェック

「かみ合わせの治療は年齢が若くないとできない」と思っていませんか？
顎変形症の治療を希望する患者さんの年齢層は上昇傾向にあり、現在では
全国で年間3,000人以上の方が治療を受けています。かみ合わせやアゴにつ
いてお悩みの方は、松戸歯科医師会所属の歯科医院にぜひご相談ください。
来月、
「顎変形症」についての市民公開講座を開催します。皆さんに分か
りやすくお伝えしますので、奮ってご参加ください。

センター 木 曜15時 〜17時

6月

顔のエクササイズで素敵な笑顔をつくろう

ウェルカム・ガム噛む
ぶくぶくフッ素でむし歯予防

6月3日㈪〜12月27日㈮ 対象1943（昭和18）年4月2日〜1944（昭和19）
年4月1日生まれの千葉県後期高齢者医療被保険者 費用無料
5月下旬に自宅に郵送される受診票を持参して、 直接協力医療機関へ
※協力医療機関一覧は受診票に同封しています。
国民健康保険課広域保険担当室☎366−7342

電話で高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366−7343へ

顎の変形症について

スマイルエクササイズ

後期高齢者歯科口腔健康診査 要申込

5月31日㈮14 時〜 15時30分、6月25日㈫10時〜 11時30分 会場市民会
館 内容認知症の症状や原因、対応、地域での見守り 講師高齢者いきい
き安心センター職員 定員各先着30人 費用無料

207

歯科医師による口腔内診査と相談
デンタルフロス・歯間ブラシを使ってみよう

①〜③電話で同センター☎366−7489 へ

要申込

あなたの健康

息さわやかブラッシング

フッ素入りの水でうがいをしてみよう
子ども向け 白衣を着て歯医者さん、歯科衛生士さ
なりきり撮影会
んに変身 対象2歳〜12歳
子ども向け 赤ちゃんの初めての歯みがきレッスン
初めての歯みがきコーナー
歯の折り紙でカレンダーを作ろう 子ども向け 折り紙で歯を作り、カレンダーを作ろう
①矯正相談 要申込
歯並び、かみ合わせの相談
②細菌チェック 要申込
口の中の細菌を顕微鏡で見る
③口臭チェック 要申込
器械を使って息を測り、数値でチェック
※①〜③はいずれか1つのみ申し込み可。

6/ 4 ㈫ 常盤平保健福祉センター 3 84−13 3 3
6/ 6 ㈭ 中央保健福祉センター

内容

市民公開講座「かみ合わせと治療法〜顎変形症とは〜」
6月15日㈯ 15時 〜16時
会場聖徳大学10号館（松戸駅下車） 定員先着 120人 費用無料
主催日本顎変形症学会総会学術大会、日本大学松戸歯学部顎顔面外
科学講座
共催松戸歯科医師会
公益社団法人 松戸歯科医師会

稔台市民センター 金 曜

15時〜17時 内容 スライムを作ろう！他
対象 主に小学生
わくわく広場 稔台市民センター 金曜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

●根木内こども館☎315−2985
親子でパン作り教室 1日㈯10時〜12時
対象 小学生以上・保護者
（要申込）
ぞうさんのしっぽ 6日㈭11時 〜11時30分
内容 歌と絵本 対象 乳幼児と保護者
パティシエ教室 8日㈯・22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11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12日㈬10時〜11時 内容 リトミッ
ク 対象 乳幼児と保護者（要申込）
おはなしあっぷっぷ14日㈮11時 〜11時30分
内容 パネルシアター 対象 乳幼児と保護者

https://matsudo.cda.or.jp/

工作くらぶ 22日㈯13時〜15時 内容 クリニカル
アート（なすの量感画） 対象 小学生以上
絵本はじめのいーっぽ 28日㈮11時20分〜11時
50分 内容 読み聞かせ 対象 乳幼児と保護者

●野菊野こども館☎331−1144
おやこ DE 広場①5日㈬10時30分〜11時30分②
14日㈮11時30分〜12時 内容 ①あかちゃん♥た
いむ「だっこ・おんぶどうしてる？」②絵本のじ
かん 対象 ① 0歳児と保護者②乳幼児と保護者
中高生タイム 水・金曜17時 〜18時、土曜（1日を
除く）
17時 〜20時 内容 フリータイム（学 習 ス
ペース・カフェコーナーあり） 対象 中学・高校生
のぎっこひろば16日㈰13時30分〜15時
内容 みんなで遊ぼう

●森のこども館☎331−1144
（ 21世紀の森と広場内森の工芸館）
1日 ㈯・2日 ㈰ 各10時 〜16時 内容 森 の 中 で
あそぼう！ 対象 乳幼児と保護者、小学生以上
18歳以下

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
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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

21世紀の森と広場内

博物館
〒270−2252松戸市千駄堀671
☎384−8181
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（ 6/17 〜
24）
、館内整理日（6/28）
、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。

◆博物館友の会記念講演会
「近代の天皇と即位の儀礼」
5/23 ㈭14:45〜16:15（14 :15
開場）
会場講堂 講師元宮内庁書陵部
編修課長・岩壁義光氏 定員先
着15人（申込不要） 費用200円
◆館蔵資料展「カメラがとらえ
た松戸の風景〜戦後から平成
まで〜」
6/9 ㈰まで
会場企画展示室 費用無料
◆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）

21世紀の森と広場

パークセンター
☎345−8900
講座は全て申込制。電話でパークセ
ンターへ（9:00〜17:00）
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）
。
※バーベキューの予約は、市ホームペー
ジまたは☎385−1815へ。

午前11時の名画座
11:00
※6/17 ㈪〜24 ㈪・28㈮
を除く

5 現代日本の形成過 程4「ロンドン軍縮
月 会議〜国際協調の狭い稜線〜」
（30分）

ミュージアムシアター
（平日）13:15、15:15
（土・日曜、祝日）15:15
※5/23㈭、6/17㈪〜24
㈪・28 ㈮を除く

5 「『朝日ニュース映 画 』で見る昭和（昭和
月 52年）」
（30分）

◆花つきをよくするアジサイの
管理について
6/8 ㈯ 13:30 〜 15:00
講師みどりの相談員・秋元満司
氏 定員先着 30 人 費用無料
◆失敗しない鉢植え果樹の育
て方
6/20 ㈭ 10:00 〜 12:00
講師千葉大学助教・三輪正幸氏
定員先着50 人 費用無料
◆夏のチョウはチョウきれい！
6/22 ㈯ 13:30 〜 15:00
講師自然解説員・髙橋紘輝氏
定員先着 25 人 費用無料

6 「『朝日ニュース映 画 』で見る昭和（昭和
月 51年）」
（30分）

文化ホールギャラリー

◆ 5/18 ㈯ 国際博物館の日・
6/15 ㈯ 千葉県民の日は、常設
展示室観覧料は無料です

◆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

6 映 画で見る昭和30年代の日本・家族
月 の幸福 夫婦編1「今どきの嫁」
（47分）

5 アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
土日祝のキッズシアター 月「仁
王とどっこい」他2 話（25分）
（土・日曜、祝日）13:15
※6/22 ㈯・23 ㈰を除く 6 アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
月「おいてけ堀」他2 話（25分）

戸定歴史館

運動公園

☎362−2050

☎363−9241

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

◆ 通常展「 プリンス・トクガワ
華麗なる人脈」
6/16 ㈰まで

◆①ピラティス②ヨガ
①5/16〜 6/13の ㈭ ②5/17 〜
6/14の ㈮（6/7を除く）各11:00
〜11:50 会 場 武 道 館 対 象
18歳 以 上 定員各先着20人
費用1回500円
当日会場で

☎367−7810
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

◆松戸水墨画合同展
5/19 ㈰まで
倉田☎363 − 4858
◆フォト倶 楽部さくら会写真展
5/19 ㈰まで
坂巻☎388 − 6136
◆松戸切手展
5/17 ㈮〜19 ㈰
村上☎705 − 4164
◆ボタニカルアート作品展
5/21 ㈫〜 25 ㈯
本 井☎342 − 4716

◆創 美 会 グループ和「私の惚
れた作品」7人展
5/21 ㈫ 〜26 ㈰
本 祥☎344 − 8258
◆松戸・東葛地区高校美術展
5/29 ㈬〜 6/2 ㈰
鎌ケ谷西高校・町田 ☎047−
446−0051
◆松戸市美術展覧会
6/11㈫〜 30 ㈰
生涯学習推進課 ☎367−7810

※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。
※申し込みがないものは当日会場で。
※スポーツ推進委員主催。

●カローリング教室
5/26 ㈰ 9:00〜12:00 会場六
実市民センター
伊藤☎090
− 8027 − 8076
●軽スポーツ教室（グラウンド・
ゴルフ、ソフトバレーボール）
5/26 ㈰ 9:00〜12:00 会場常

稔台文化祭
日時
5/18㈯・19㈰各9:00〜17:00
5/19㈰13:00〜16:00
5/25㈯・26㈰各9:00〜17:00
5/25㈯・26㈰各9:00〜17:00
5/25㈯10:00〜15:00
5/26㈰ 9:30〜19:00
5/26㈰10:00〜15:00
6/ 1㈯・ 2㈰ 各9:00〜17:00
6/ 2 ㈰10:30〜12:00
6/ 3 ㈪13:30〜15:30
6/ 9 ㈰10:00〜16:00
6/23㈰13:00〜16:00
注…最終日は16時まで

盤平第一小学校
小暮☎090
− 4012 −7686
●カローリング教室
5/26 ㈰ 9:00〜12:00 会場小
金小学校 対象小学生以上 定
員先着30人
堀☎344−1735
●インディアカ教室
6/1 ㈯ 19:00 〜 21:00 会場大
佐藤☎080−5084
橋小学校
−7077
●ソフトバレーボール教室
6/2 ㈰ 9:00〜11:00 会場常盤
平体育館
小暮☎090−4012
− 7686
●グラウンド・ゴルフ教室
6/2 ㈰ 9:00 〜 12:00 会 場 東
漸寺本堂裏広場（駐車場使用不
堀☎
可） 定 員先着 50 人
344 −1735
●初心者バドミントン大会
6/14 ㈮ 9:00 〜15:00 会場柿
ノ木台公園体育館 内容5、6人
1チームでの団体戦 費用1チー
ム2,500 円
5/31㈮ までに、
電話で坂平☎366−3432へ

会場稔台市民センター
稔台文化団体連絡協議会・
濱野☎363−4961
内容 ※費用の記載がないものは無料
書道・盆栽
芸能発表会
華道
油絵・版画・墨彩画
茶道（雪間の会） ※参加可
囲碁大会 費用1,500円（弁当付
き） ※参加可
茶道（さつき会） ※参加可
水墨画・シャレ文字・かな書道
太極拳 ※参加可
童謡の会 ※参加可
歌謡音楽祭
日舞発表会

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

●松戸郵趣会 2019 松戸切手展
5/17 ㈮ 〜19 ㈰ 各10 時（初日は13
時）〜18 時（最終日は16 時） 文化ホー
ル 同会・村上☎705− 4164
◆ 健康マージャン体験会
① 5/17 ㈮ 11時 〜16時 ② 5/20 ㈪・
22 ㈬・25 ㈯各12時〜17 時 ③ 5/21㈫
12 時〜17時 ④5/23 ㈭・28㈫ 各12 時
〜17時⑤ 5/27㈪・29 ㈬ 各12時〜16 時
①五香市民センター②⑤稔台市民セン
ター③青少年会館④馬橋市民センター
⑤のみ初心者 1日800円（⑤のみ1日
1,000円 ） 電話で NPO 健康麻雀クラ
ブやまが・徳光☎090−8583−1506 へ
◆ 少年漁師育成講座
5/19 ㈰ 13 時〜14時 緊急船着場
（葛飾橋近く） 先 着 5人 500円（小
学生以下無料） 電話で江戸川漁法保
存会・須藤☎090 −3346−1475 へ
● 24 式太極拳無料体験会
①5/20 ㈪・27 ㈪ 各14 時〜16 時 ②
5/22 ㈬・29 ㈬各13 時 〜15時 ①稔台
②明各市民センター 電話で健身まほろ
ば太極拳・芦沢☎080−2010−1170へ
●話し方で人生豊かにしよう〔全 8 回〕
5/21〜7/23 の ㈫（6/11、7/16を除
く）18 時45分〜 20時45分 市民劇場
8,000円 電 話で HR 松 戸話し方研
究会・中島☎090−2147−7612 へ

◆ 認知症介護相談交流会
5/24 ㈮ 13 時〜 15時 松戸市社会
福祉協議会 （公社）認知症の人と家族
の会松戸地区・尾崎☎343 − 8925
●松戸民演発表会（歌謡曲・ポップス・
日本舞踊・フラダンス）
6/1㈯10 時 〜19 時 森 のホール 21
松戸民演連盟・成嶋 ☎341−3572
（夜間のみ）
●夏季①シニア②市民野球大会参加
受付・抽選会
6/1 ㈯ 17 時〜19時 運動公園武道
館 市内在住・在勤の①7/1現在40 歳
以上で編成するシニアチーム②それ以外
のチーム（①②で重複登録可） 1チー
ム ① 20,000 円 ②25,000 円 費用を
添えて当日会場で 松戸市野球協会・
長内☎367−8990
●松戸市民体育祭なぎなた大会
6/2 ㈰12 時 〜16 時 運動公園武 道
館 市内在住・在勤・在学 1,000 円
FAX で松戸市なぎなた連盟・栗山
346−5095 へ
◆ 子育てセミナー「ハッピー・チャイルド・
ケア・フライデー〜おとうさんといっしょ〜」
6/7 ㈮ 19 時〜20時30分 さわらび
ドリームこども園（JR北松戸駅下車）
夕食を食べて遊ぶ 1歳 3 カ月〜未就
学児と父親 先着10組 ※育児相談あ

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。

り 5/28 ㈫までに、直接または電話
で同園 ☎703− 3838 へ
●家庭婦人バレーボール大会
6/22 ㈯・30 ㈰ 各 8 時 30 分 か ら
運動公園体育館（運動公園会議室で、
5/25 ㈯ 14 時から代表者会議、6/15 ㈯
14 時から抽選会） 学区で編成された
チーム 1 チーム 15,000円 電話で松
戸市家庭婦人バレーボール連盟・坂上☎
348−2187 へ

●明フォークダンスサークル
㈮ 10 時 〜12 時 明市民センター
月1,000円 望月☎080−4471−
3225（夜間のみ）
●馬橋ペン習字サークル
第 1・3・4 ㈭ 10 時〜 12 時 馬橋
市民センター 月2,500円 1,000円
倉本☎345− 9003
●松戸青少年交響楽団
㈯ 18 時〜 21 時 青少年会館 小
学 生以上 弦楽器・管楽器 月2,000
円 吉田☎365 − 8358
●土 筆書道会
第1・2・3 ㈬10時〜12時 矢切公民
館 月3,000円 大日向☎700−5189
広報広聴課 (広報担当) ☎366−7320

◆ MY TREE ペアレンツ・プログラム
（少人数での語り合い）
〔 全16 回〕
8/22〜12/19の㈭（9/26、10/17を
除く）
10時〜12時 八千代市総合生涯
学習プラザ 子育てに苦しさを感じて
いる保護者 先着 10 人 ※一時保育
あり（要申込） 電話で児童養護施設
おんちょう園☎047−466−4020 へ

●奥様いけ花会
㈬㈭ 10 時〜14 時 市民会館 月
2,000円 須藤☎362 − 1990
●松戸 21RC（ランニング）
第2 ㈰・第 4 ㈯ 9 時〜12時 21世
紀 の森と広場 経験者 年1,000 円
道畑☎080−4082−0800
●栗ケ沢レディースクラブ（ソフトテニス）
㈫ ㈭10時 〜17時 栗ケ沢公園庭球
場 月2,000円 中沢☎342−7326
●健康作り体操（転倒予防体操）
㈮ 11時 〜12 時30 分 小金市民セ
ンター 65 歳〜 80歳 月 2,000 円
1,000円 藤川☎727 − 4739
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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（右のQRコー
ドから登録できます）。

（令和元年）

パソコン・スマートフォン版

2020（令 和2）年 松戸市成人 式は
午前・午後の二部制で開催します
第一部（午前）
10時 〜11時

第二部
（午後）
13時30分〜14

時30分 会場森のホール 21 対象1999（平成11）年 4月2日 ～2000
（平
成12）年 4月1日生まれの人 ※対象者には12月に案内状を発送予定。
第一部・第二部の区分 原則として住所地の中学校区で分けていますが、
都合の良い部に参加できます。
対象中学校区第一部（午前）第一 ・ 第二・ 第五・第六・古ケ崎・牧野
原・ 河原塚・新松戸南・和名ケ谷・旭町 第二部
（午後）第三・ 第四・
小金・常盤平・栗ケ沢・六実・小金南・根木内・金ケ作・小金北

心に残る成人式をプロデュースしてみませんか

新成人キャストを募集

要申込

成人式のタイトル・内容を作り上げて
いきます。打ち合わせを年8回程度実施
予定です。
※謝礼や交通費等の支給はありません。
電話またはEメールで
社会教課社会教育 班
☎366－7462、
mcseijinsiki@city.
matsudo.chiba.jpへ
メールフォーム

幸せアルバム
せ

星雄

お

ちゃん

くわづ

は る き

ん
晴輝ちゃ

2018（平成30）年1月生
電車が大好き。よく寝て、
よく遊び、よく食べ。笑
顔に癒される毎日です。
いや

桑鶴み
る

のり ちゃん

2018（平成30）年4月生
1歳のお誕生日おめでと
う。みーちゃん。これか
らもよろしくね！

2019（平成31）年 2月生
待望の第一子が誕生しま
した！宇宙一可愛い星雄く
んです！これからどんなこ
とがあるか楽しみ です！
か わ い

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文字以内・市ホームページ掲載希望の有無を記入して、
〒271
mckouhou@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）
へ
－8588 松戸市役所 広報広聴課

国際交流員レー・ガン・ハーが松戸の魅力を紹介します
Discover Matsudo's many charms with CIR Le Ngan Ha

この頃は、ハッ！
Here comes Ha!

健康は富にまさる
松戸に来てから、健康管理
がどんなに大切なのかが分
かってきました。そこで私は
最近、健康的に食べたり、運
動したり、十分に睡眠を取っ
たり、そして、萬満寺を参拝
したりします。萬満寺はJR
馬橋駅から歩いて5分のお寺
です。鎌倉時代に建立され、
健康を祈願するパワースポッ
トとして多くの人に知られて
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一年健康でありますように！

パソコン・スマートフォン版

モバイル版

たゆまぬ努力を
続け、勝つ

社会教育課社会教育班 ☎366－7462

1月13日㈷

モバイル版

日本将棋連盟 棋士

さ と う

か ず と し

佐 藤和 俊六段

何十手も先を読み、勝利につながる一手を探し出す…。 将棋界は、天才
と呼ばれる頭脳が激突する世界です。そこで活躍する松戸市出身の棋士が
佐藤和俊六段。昨年6月から今年3月にかけて行われた「第77期順位戦」
全10戦を9 勝1敗の好成績で終え、見事C級2 組からC級1組への昇級を
決めました。
将棋を始めたのは幼い
頃 。 遊 び の 一 つとしてい
つの間にか覚えていたそ
う。小学4年生の時に、本
格 的に学びたいと柏 市に
ある将 棋センターに通い
始め、休みの日には朝10
時 から夕方まで将 棋に熱
中しました。5年生の時に
は、プロ棋士の登竜門で
ある奨励会の下部組織に
入 会し、ライバ ル たちと
せ っ さ た く ま
切 磋 琢 磨する日々を送る
ように。「小学校のうちに
アマチュア4段のレベルに
なれなければ 、プロを目
指すのは諦めよう」と思っ
ていたとのことで、当時す
でに将 棋 人 生を見 据えて
第69期王将戦にて。対局に向け駒を並べる佐藤六段
いたことがうかがえます。
その後、12歳で奨励会に入会、25歳で念願のプロ入りを果たし、現在
は年間40戦程の対局を行っています。1つの対局に10時間以上かかるこ
とも珍しくありませんが、忙しい対局の合間にも、戦法や対局相手の研
究は欠かせません。「近年は、インターネット中継で対局を見ることもで
きますし、棋 譜（対局の記録）もすぐ手に入ります。他の棋士と一緒に研
究することもありますね」と佐藤六段。「毎年若い人がプロ入りしてきま
すし、人工知能の発達など、さまざまなプレッシャーもあります。しかし、
プロ棋士は全員同じ条件なので厳しい環境でも努力を続けています」と
大変なことにもかかわらず、笑顔で教えてくれました。
2016（平成28）年には、強豪棋士との対局を勝ち進み「NHK杯テレ
ビ将棋トーナメント」で準優勝に輝いたこともある佐藤六段。しかし、今
回の昇級にも油断はありません。「今回はいろいろな方に喜んでもらえて
うれしかったですね。これからも自分の将棋で楽しさを伝えていきなが
ら、プロである以上、勝ちを追求していきます」と意気込みを語ります。
次の勝利に向かって、たゆまぬ努力を続けます。

います。この良き伝統を人々
に伝える、世にも珍しい特別
な儀式「仁王の股くぐり」が、
毎年行われます。無事にくぐ
り抜けると、一年病魔や災難
を退けるといわれます。小柄
な私は問題なくくぐり抜けま
した。儀式の後、その日の夜
は良く眠れました。さっそく
ご利益が現れたのではない
かと思います。こ の唯一無二
の儀式を体験したい方は、毎
年正月三が日、また は 3 月・
10月の27日・28日・29日に
萬満寺にいらしてください。
あ、そうそう、頭をぶつけな
いように気を付けてください
ね。

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。

Health over Wealth

After starting my life in Matsudo, I realized how important it was
to take care of my health. I began to eat healthier, exercise more,
sleep earlier and... go to Manman-ji Temple. Manman-ji Temple is
just a 5min walk away from JR Mabashi Station. The temple was
built during the Kamakura Era. In those days, it was known as a
sacred place to pray for vitality. To maintain this good tradition,
a special ritual is held every year for the public - a ritual that you
might not ever hear or see anywhere else:‘Passage through the
Guardian’
s Legs.’It is said that if you can pass through the statue’
s
legs, you will have a safe and healthy year. Having a small build,
I passed through the legs without any problems. I think the ritual
worked for me because afterwards, I slept very well that night. If you
want to perform this unique ritual, please visit Manman-ji Temple
between January 1st - 3rd or between the 27th - 29th of March and
October every year. And one more thing, mind your head!
Matsudo City International Portal

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

