
どっちがCOOL CHOICE（賢い選択）？クイズの答え

　国は、2030（令和12）年までに温室効果ガスを2013
（平成25）年比で26%削減する目標の達成に向け、
地球にやさしい製品やサービスの利用等を行う運動

「COOL CHOICE（賢い選択）」を推進しています。
　市も、この運動に取り組んでいます。未来のために、
今から「COOL CHOICE」を始めましょう！
問環境政策課☎366－7089

Q1BLED電球
　LED電球は白熱電球より消
費電力が少なく、長寿命です。
54W

ワット

の白熱電球をほとんど同
じ明るさの9Wの電球形LED
ランプに取りかえると、年間で
二酸化炭素52.8kgの削減、約
2,430円の節約になります。

Q2B電車
　電車での移動で排出される二酸化炭素の量
は、自家用車で移動する場合の約6分の1です。

Q3B水を止める
　水を出しっぱなしにすると、1分間で約12L

（500mLペットボトル24本）も流れてしまい
ます。

Q4B 水平
　冷たい空気は下にたまるため、
風の向きを水平にした方が部屋を
効率よく冷やせます。外気温度が
31℃のときにエアコン（2.2kW）の
設定温度を27℃から28℃にした場
合、年間換算で二酸化炭素17.8kg
削減、約820円の節約になります。

Q5A時間指定をして1回で
受け取る
　宅配便の約20％を占める再配
達のトラックが排出する二酸化炭
素は、年間約42万tにもなります。
宅配便は時間指定やコンビニ受け
取りなどを活用して、1回で確実
に受け取りましょう。

COOL CHOICE
松戸市オリジナルキャラクター

エコもん

　クリーンエネルギー自動車の普及促進のた
め、市が公用車として導入している電気自動
車の車体に、企業広告を掲載しませんか？

サイズ縦16cm×横65cm
掲載料年5万円　

　夏の省エネ対策の一つとして、日差し
を遮ることができる「緑のカーテン」を設
置しませんか？（一社）日本造園建設業
協会千葉県支部から寄附していただいた
ゴーヤの苗300鉢を配布します。
日時 6月4日㈫9時から　
会場市役所正面玄関受付前　
定員先着150人（1人2鉢まで）　

省エネを支援する補助金を
ご活用ください

市ホームページ

　市では、「松戸市地球温暖化対策実行計画」に基づく
取り組みの一つとして、各種補助金を支給しています。
要件などの詳細は市ホームページをご覧ください。

補助対象 取り組み内容 1件当たりの
上限額

家庭向け

太陽光発電システム設置 9万円
エネファーム設置 5万円
蓄電池設置 10万円
太陽熱利用システム設置 5万円
ゼロエネルギー住宅購入・改修 20万円
ライフサイクルカーボンマイナス住宅
購入・改修 80万円

事業者向け

ビルエネルギー管理システム（B
ベ ム ス

EMS等）
導入 50万円

ゼロエネルギービル購入・改修 100万円
省エネ診断による設備改修などの
導入促進事業費 50万円

家庭・事業者
共通

電気自動車導入 3万円
燃料電池自動車導入 5万円

電気自動車に
企業広告を
掲載しませんか？

ゴーヤの苗を配布します！
～緑のカーテンで暑い夏を涼しく過ごしましょう～

宅配トラックの二酸化炭
素排出を抑えるには、
荷物をどう受け取る？

A白熱電球

A自家用車

おうちエコ化タツムリ

どっちがCOOL CHOICE（賢い選択）？クイズ

アカリフグ

答えはこのページ
の下にあるよ！

環境にやさしい
移動手段はどっち？

Q2

歯を磨く間、
水道はどうする？

Q3
冷房の効率がよくなる

風の向きはどっち？

Q4
Q5

A 時間指定をして1回で
 受け取る
B 事前の時間指定はせず、
 留守のときは再配達
　 を依頼する

A水を出したまま　

B水を止める

Q1
環境にやさしい
電球はどっち？

A下向き

B水平
B電車

B LED電球

　　　

サイリヨウカイモグラ クラゲボウキ

　

保温ぬくぬくねこ夜ふかシマウマ

　
  

過剰包ソウサギ

ダメなエコもんもいるよ

COOL CHOICE
に取り組みましょう！

ク ー ル チ ョ イ ス

6月は環境月間

わたしたちはエコな行動を心がけているよ。
みんなもできることから行動してみよう！

エコもん図鑑

環境省
「COOL CHOICE」
ホームページ
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●市立保育所任期付短時間勤務職員募集
●家庭から出るごみの分別にご協力ください
●小学生向けプログラミング教室
●手賀沼と松戸市 農業を守るための取り組み
●収穫しよう！まつどの農産物



受験案内書配布方法市ホームページまたは保育課・各支所・ハローワーク松戸で
試験日6月30日㈰　試験会場市役所　採用期間2019（令和元）年8月1日から2022
（令和4）年3月31日まで　勤務場所①市立保育所（市内17カ所）②医療的ケア児の
受け入れを行う市内の保育所等　受験資格1954（昭和29）年4月2日以降に生まれ
た人〔②は有資格者または2019（令和元）年7月31日までに資格取得見込みの人〕
6月14日㈮〔消印有効〕までに、郵送で保育課へ

問高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343
　今後の介護予防施策や啓発活動に役立てるためのアンケー
トです（7月上旬から下旬にかけて、対象者宅に送付）。自身
の状態をチェックするよい機会にもなりますので、ぜひご協
力ください。
ポピュレーション・アプローチ調査
目的介護予防の普及、地域包括支援センターの周知等　
対象2018（平成30）年4月1日～2019（平成31）年3月31日
に65歳になった、要介護・要支援認定等を受けていない市内
在住の人
ハイリスク・アプローチ調査
目的心身の状態・生活状況・閉じこもりリスクの把握等　
対象2018（平成30）年3月1日～2019（平成31）年2月28日
に75歳になった、要介護・要支援認定等を受けていない市内
在住の人　※未回答の場合は、10月から12月の間に民生委員
が安否確認も含めて訪問します。

2018（平成30）年8月のアンケート結果
　「民生委員による見守り支援が必要」との申し
出が330人からありました。この結果をもとに、
民生委員が申し出のあった世帯を訪問し、安否
確認や生活をする上で困ったことがないか等、見守り支援を
行いました。詳細は市ホームページをご覧ください。

　人権擁護委員は、人権相談を受けたり人権の考えを広めたりしている民間ボラン
ティアです。相談は無料で、秘密は固く守られます。
問行政経営課☎366－7311
特設相談所を開設
6月3日㈪10時～12時、13時～16時　会場千葉地方法務局松戸支局（松戸駅下車）
人権擁護委員一覧〔順不同・敬称略、2019（令和元）年5月1日現在〕
高橋むつき、若林桂子、島尻武雄、野村義

ただし

、藪
や ぶ た

田京子、森めぐみ、山口勤、飯箸秀行、
青木早智子、河西光江、荒

あ ら

久美子、大井博美、藤田宗晴、町田達雄、西村隆一

職種 募集人数 1日の勤務時間 雇用
保険

健康
保険

厚生
保険

月額給与
（地域手当込み） 賞与

①
保育
従事
職員

5人程度 4時間（朝夕2回勤務） ○ × × 86,863円　

4.45月
※平成30
年度実績

15人程度 6時間（朝夕2回勤務） ○ ○ ○ 130,296円　

5人程度
3時間
（朝夕2回または
1回勤務）

× × × 65,147円　

② 看護師 若干名 6時間15分 ○ ○ ○ 193,050円～
（昇給制度あり）

市立保育所職員を募集します
（任期付短時間勤務職員）

※詳細は受験案内書をご覧ください。

国民健康保険（国保）保険料の軽減範囲が拡大します

国民健康保険料の納入通知書を6月中旬に発送します

①所得割額 （総所得金額等－基礎控除額33万円）×1.61％
②均等割額 1人につき12,900円
限度額（賦課の上限額）160,000円

●介護分

①所得割額 （総所得金額等－基礎控除額33万円）×2.24％
②均等割額 1人につき6,000円
限度額（賦課の上限額）190,000円

●後期支援分

①所得割額 （総所得金額等－基礎控除額33万円）×7.52％
②均等割額 1人につき19,500円
③平等割額 1世帯につき18,000円
限度額（賦課の上限額）610,000円（前年度から30,000円増）

●医療分

●軽減制度の概要 ●2019（平成31）年度の軽減基準

　1人当たりの軽減基準額が変わります。
　5割軽減（27万5千円→28万円）　2割軽減（50万円→51万円）

軽減割合 世帯主および国保加入者の
2018（平成30）年分の総所得金額等の合計

7割軽減 33万円以下

5割軽減 33万円＋（28万円×国保加入者数）以下

2割軽減 33万円＋（51万円×国保加入者数）以下

2019（平成31）年度の保険料の内訳
（医療分の限度額が変更されました）

※年間の保険料は、医療分と後期支援分の合計額です。40歳から64歳の人はさら
に、介護分も加えた金額となります。

　世帯主および国保加入者の2018（平成
30）年分の総所得金額等の合計が一定の基
準額以下の世帯は、均等割額・平等割額が
軽減されます。軽減割合は2019（平成31）
年4月1日現在で判定します（以後の新規加
入世帯は資格取得日で判定します）。

 保険料の納付方法～納付は原則口座振替で～
●口座振替=指定の金融機関口座から引き落とし
●納付書で納付
●特別徴収＝年金からの天引き（納付方法を口座振替に変更することができます）

後期高齢者医療保険料納入通知書は、7月中旬に発送予定です。

問保育課☎366－7351

啓発重点目標 みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう　相手の気持ち　未来へつなげよう　違いを認め合う心～

人権擁護委員制度人権擁護委員制度ご存じ
ですか？

電話相談みんなの人権110番☎0570－003－110

問国民健康保険課☎712－0141

支給月額
3歳未満15,000円
3歳以上小学生以下 10,000円（第3子以降は15,000円）
中学生10,000円　
※金融機関により振り込み時間が異なることがあります。
※所得制限限度額以上の世帯は、子ども1人につき5,000円。

　対象者には、6月上旬までに現況届の用紙を送付します。現況
届を提出しないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
受付期間6月3日㈪～28日㈮　受付方法郵送または直接子育
て支援課児童給付担当室（☎366－3127）へ

児童手当現況届の提出を忘れずに

65歳以上の人に

を6月中旬に発送します

介護保険料
納入通知書

問介護保険課資格保険料班☎366－7370

　介護保険料を普通徴収（納付書または口座
振替）で納付する人に、納入通知書を6月中旬
に送付します。
※特別徴収(年金からの天引き)で納付する人
と、8月または10月に特別徴収に変更となる
人には、7月上旬に介護保険料額決定通知書
兼特別徴収開始通知書を送付する予定です。

滞納すると
　保険料の未納が1年以上あると、サービス利用時に
償還払いになる（費用の全額をいったん支払う）場合や
利用者負担が引き上げられる場合があります。
減免制度があります（要申請）
　災害など特別な事情や低所得のため生活が困難な
人で、市民税が非課税世帯の場合に、資産状況を考慮
して減免の可否を決定します。

介護予防把握のための
市民アンケート調査

ご協力
ください

児童手当6月期分（2月～5月分）を6月10日㈪に支給します

市ホームページ
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●広報まつど　2019（令和元）年6月1日

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



市等からのお知らせをお伝えするコーナーです。 は協働事業です。
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用（記載がないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先

掲 示 板
お知らせ

6/15㈯「県民の日」は戸定歴史館・戸
定邸の入館料が無料です
　戸定邸から書

しょいんづくり

院造庭園に下りられる
イベント「戸定の日」も開催 開館時間 9時
30分～17時（入館は16時30分まで）
同館☎362－2050

平成31年度版ながいき手帳を発行　
　高齢者とその家族向けの情報を掲載し
た冊子です配布場所高齢者
支援課・各支所等（市ホー
ムページでダウンロード
可） 同課☎366－7346

6/2㈰～8㈯は危険物安全週間
　危険物施設の立ち入り検査や、関係者
へ危険物安全週間研
修を行います。灯油や
ガソリンなどの身近
な危険物の安全な取
り扱い方法を確認し
ましょう　※詳細は市
消防局ホームページで
推進標語「無事故への 
構え一分の 隙も無く」 消防局予防課
☎363－1114
 
①手話通訳者②登録要約筆記奉仕員を
募集
対象①次のいずれかに該当する人●手話
通訳士の有資格者●県手話通訳者認定
試験または手話通訳者全国統一試験合
格者②県要約筆記者登録認定試験また
は全国統一要約筆記者認定試験合格者
募集人数 若干名 6/14㈮〔消印有効〕
までに、手話通訳・要約筆記活動内容
等を記入した履歴書を直接または郵送で
〒271－8588松戸市役所　障害福祉課
（☎366－7348）へ　※面接日時・会場
などは、後日通知します

男女共同参画市民企画支援事業の実施
団体を募集
事業の実施期間 8月～2020（令和2）年2月
対象経費講師謝礼、消耗品費、保育者謝礼
6/3㈪から28㈮の間に、

同事業計画書を直接男女共
同参画課（☎364－8783）
へ　※詳細は市ホームペー
ジで

農業者年金を受給している人は6月中に
農業者年金現況届を提出してください
　対象者に（独）農業者年金基金から「現
況届提出のお願い」が送付されます
※現況届を提出しないと農業者年金が支
給停止になる場合があります 農業委員
会事務局☎366－7387

6月の松戸競輪開催日程
本場開催 6/10㈪～12㈬（FⅠナイター）
場外開催 6/1㈯～4㈫取手記念（GⅢ）、
6/6㈭～8㈯宇都宮（FⅠ）、6/6㈭～9㈰
四日市（GⅢナイター）、6/9㈰京都向日町
（FⅠ）、6/10㈪～12㈬大垣（FⅠ）、6/13
㈭～16㈰岸和田（高松宮記念杯GⅠ）、
6/17㈪～19㈬小田原（FⅠ）、6/22㈯～
25㈫函館記念（GⅢ）、6/27㈭～30㈰久
留米記念（GⅢ） 公営競技事務所☎362
－2181

講座・講演・催し

さわやかヨガ教室
6/6㈭・20㈭・27㈭各10時～11時

東部市民センター 高校生以上（初心者
可） 各先着30人 各800円 電話で
同センター☎391－3701へ

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ」
6/6㈭11時～11時30分 ふれあい

22演奏者日
ひ が の

向野のりえ氏（歌）、德川眞弓
氏（ピアノ） ふれあい22☎383－0022

再生自転車（防犯登録付き）の販売
6/8㈯9時～12時（8時30分から整理

券配布） シニア交流センター販売台数
約30台価格 6,000円～12,000円 （公
社）松戸市シルバー人材センター☎330
－5005

住宅リフォーム①相談②市民講座
6/8㈯①10時～13時、14時～16時

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

ふれあい教室「朗読をきくかい」
6/12㈬10時～11時30分 ふれあい

22 松戸朗読奉仕会会員による短編・
エッセー等の朗読 障害者手帳を持って
いる人等 障害者福祉センター☎383－
7111

からだほぐしヨガで身
か ら だ

体と心をスッキリ
させよう
6/13㈭10時～11時、11時～12時

馬橋市民センター 先着各10人 飲み
物、ヨガマットまたはバスタオル 各500
円 電話で同センター☎342－9690へ

教科書展示会
6/14㈮～7/3㈬（平日のみ）各9時～

12時、13時～17時 松戸教科書センター
（東葛飾合同庁舎内） 千葉県教育庁東
葛飾教育事務所☎361－4103

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1人1個取り付け）。移動
交番車で警察への手続きや相談等もでき
ます 6/14㈮10時～10時30分 前田
公園（上本郷2823） 先着100人 市民
安全課☎366－7285

明市民センター・勤労会館合同まつり
6/16㈰10時30分～15時 同セン

ター ステージ発表、作品展示、子ども
向け縁日 縁日の一部有料 同センター
☎368－6700、同館☎365－9666

ふれあいサービス基礎研修・訪問型元
気応援サービス実施者研修〔全3回〕
6/17㈪・19㈬・21㈮各9時～16時30

分 松戸市社会福祉協議会 援助に必
要な家事・介護の方法他 全日程参加で
きる市内在住・在勤の20歳以上 先着
30人 電話で（社福）松戸市社会福祉協
議会ふれあいサービスセンター☎368－
2941へ

NPO・市民活動よろず相談室「資金調
達入門～団体運営にかかせないお金の
話～」
6/19㈬10時～12時 新松戸市民活

動支援コーナー まつど市民活動サポー
トセンター長 先着15人 電話または
Eメールで同センター☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-sc.comへ 

シティー・ミニコンサート～ヨーロッパ
の風を感じて～
6/19㈬12時15分～12時45分（11時

30分開場） 市役所市議会議場 曲目星
のセレナード（シャミナード）、ハンガリー
田園幻想曲（ドップラー）他 演奏者伊東
優
ゆ り

梨氏（フルート）、青木佑磨氏（ピアノ）
先着150人（議場内保育スペースあり）
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）

（公社）松戸市シルバー人材センター臨
時入会説明会
6/20㈭10時から 稔台市民センター
軽易な就業を希望する市内在住の60

歳以上 （公社）松戸市シルバー人材セン
ター☎330－5005

古民家「旧齋藤邸」造形講座～サインペ
ンで風景画を描

え が

こう！～
6/20㈭10時30分～15時 旧齋藤邸

（紙敷588） 日本画家・泉晴
せいこう

行氏 昼
食、飲み物、虫よけスプレー 先着15人
6/14㈮までに、電話で社会教育課☎

366－7462へ

自然観察おもしろ講座「わくわくドキド
キ！虫のくらし」
6/23㈰ 9時30分～12時30分 東葛

しぜん観察会 先着25人（子どもは保護
者同伴） 電話で21世紀の森と広場パー
クセンター☎345－8900へ

市内企業の経営者・人材採用担当者向け
「採用支援セミナー」
6/26㈬14時～16時 勤労会館 人

材採用成功のためのポイント、若手人材
の戦力化に成功している企業の共通点な
ど 先着30人 電話で商工振興課労政
担当☎711－6377へ

仲間を広げる！活気あふれるチームづ
くり「あたたかいコミュニティを運営す
るはじめの一歩」
6/29㈯13時30分～16時 まつど市

民活動サポートセンター コミュニティ
マネジメント認定インストラクター・外

とのさき

崎
恵子氏 先着15人 電話またはEメー
ルで同センター☎365－5522、 hai_
saposen@matsudo-sc.comへ

マンション管理①個別相談会②セミ
ナー・交流会
6/30㈰①10時～12時②13時～16時
市民劇場 ②理事のためのマンショ

ン管理講座～役員の成り手不足対策～
マンション管理組合の役員・居住者な

ど ①先着8組 電話またはFAXで千葉
県マンション管理士会☎043－244－
9091（平日10時～17時）、 043－244
－9094へ

M
み ぃ あ

IEA世界めぐり～アフリカ・セネガル
料理を食べながらセネガルの暮らしや
国際協力機構（J

ジ ャ イ カ

ICA）の話を聞こう～
7/6㈯9時30分松戸駅集合、13時解散
T
テ ィ エ ス

hiès:C
カ フ ェ

afé（江戸川区） 元青年海外
協力隊員・久保山三

み か よ

香代氏、元木康貴氏
先着15人 1,500円（会員1,200円）

※別途交通費 電話で（公財）松戸市国
際交流協会☎366－7310へ

創業プラン作成スクール〔全4回〕
7月の㈯10時から 浦安市中央公民

館 創業を考えているまたは創業して間
もない人 先着30人 千葉県信用保証
協会ホームページまたは電話・FAXで同
協会成長サポート部創業サポートチーム
☎043－311－5001、 043－221－
8424へ

夏のボランティア体験講座「Let's体
験!! 2019」
7/21㈰～8/31㈯ 市内の市民活動

団体で子育て・教育・環境・福祉などの
ボランティア体験 中学生～29歳 先
着200人 6/15㈯から7/16㈫の間に、
直接まつど市民活動サポートセンター（☎
365－5522）へ

2019（令和元）年度前期ビジネス・キャ
リア検定試験
試験日10/6㈰ 試験分野 人事・人材開発・
労務管理、経理・財務管理など受験料1級
10,000円、2級6,990円、3級5,660円
受付期間 7/26㈮まで 同検定試験運営
事務局☎03－3233－6810

会 議

教育委員会会議
6/6㈭13時30分から 京葉ガスF松戸

ビル5階会議室（傍聴は13時から受け付
け） 教育企画課☎366－7455

松戸駅構内の行政サービスセンター
問同センター☎331－8780、市民課☎366－7340

受付時間 平日10時～20時（祝・休日を除く）
 土曜、第2・4日曜 9時～17時（祝日を除く）
場所新京成松戸駅改札口前
主な取扱証明書●住民票の写し●住民票記載事項証明書●不在住証明
書●身分証明書●戸籍謄抄本●除籍謄抄本●戸籍の附票の写し●不在
籍証明書●各種年金の現況証明●印鑑登録証明書●住民税証明書・住
所証明書・納税証明書（平日のみ受け付け。17時以降の申請は翌日以降
の平日渡し）
※戸籍の届け出や引っ越しの手続きなど、一部受け付けていない業務
があります。
※各種証明書発行の際は、事故防止のため本人確認を行っています。

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

※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〕。

平日16時30分～翌日9時
休日と土曜9時～翌日9時☎366－0010テレホン案内

サービス

平日（夜間）・土日も証明書を発行

市ホームページ

市ホームページ
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6月10日㈪に、広報まつど健康づくり特集号を発行します。  問健康推進課☎366－7486



問環境業務課指導係☎366－7333

　市役所・各支所・市民センターで配布または市ホームページでダウン
ロードできる「家庭ごみの分け方出し方【2019年度版】」を確認し、ごみの
分別排出にご協力ください。

7月6日㈯13時30分～15時10分　会場市民劇場　講師
東京大学大学院総合文化研究科教授・瀬

せ ち や ま

地山角
か く

氏　定員
先着300人　費用無料　※手話通訳・要約筆記あり。　
※一時預かりあり（6カ月～小学2年生、先着8人、電話・
市ホームページまたはFAXに住所・氏名・電話番号・子ども
の氏名・月齢を記入して、男女共同参画課☎364－8778、

364－7888へ要申込）。
問同課☎364－8778

6月20日㈭18時～19時30分（17時30分開場）　会場同
オフィス　内容弱者の経営戦略、経営計画の立て方、新
規事業への取り組み、ITを活用したブランディング戦略等
講師スズキ機工㈱代表取締役・鈴木豊氏　定員先着30人
費用無料　※同セミナー終了後に交流会（軽食・飲み物
あり、費用1,000円、要申込）を開催します。

　皆さんから公募した作品（洋画・日本画・彫
刻等）を展示します。
日 時 6月11日 ㈫～30日 ㈰ 各10時～18時

（22日㈯・30日㈰は16時まで）　※23日㈰
からは受賞者・松戸美術会会員・市内中学校
美術部員の作品を展示。
会場文化ホール（月曜休館）　費用無料
問生涯学習推進課☎367－7810

　高齢者の皆さんが健康を維持し、住み慣れた地域で安心し
て生活できるように応援していく活動です。協賛いただける
企業・団体はぜひご応募ください。　※詳細は市ホームページ
または高齢者支援課にお問い合わせください。
問同課地域包括ケア推進担当室☎366－7343

Eメールまたは同オフィスホームページで松戸スタートアップ
プロジェクト info@matsudo-startup.jp（☎0800－222－
8448）へ
問商工振興課企業立地担当室☎711－6377

相談日時火・水・木曜10時～15時（祝日・年末
年始・月末日を除く）　会場ゆうまつど　内容
相談員（キャリアコンサルタント）との面談、ハ
ローワークの求人情報の提供、起業相談（第2
木曜のみ）　※子どもの見守りあり（6カ月～未
就学児、相談日の7日前までに要申込）。
問男女共同参画課☎364－8778

◦ 世話の方法やかかりやすい病気、習性に合った
飼い方を確認する

◦ 感染症予防のため過剰な触れ合いは控え、動物
に触った後は必ず手を洗う

◦ 災害時などに備えて迷子札やマイクロチップを
付け、同時避難の準備をする

◦ 放し飼いにしない
◦ 人に危害を加えたり、鳴き声などで周囲に迷惑

をかけたりしないように、しつけや訓練をする
◦ ふん尿は、飼い主が責任を持って処理する

◦ 飼い犬の首輪などに登録鑑札と狂犬病予防注
射済票を付ける

◦ 飼い犬を散歩させる場合は、短い引き綱を使っ
て犬を制止できるようにする

◦ 飼い犬が人をかんだときは、保健所に届け出る
◦ 感染症・交通事故・ふん尿や鳴き声などによる

被害を防止するため、猫は室内で飼う
◦ 生後91日齢以上の犬・猫を10頭以上飼う場合

は、保健所に届け出る
◦ 飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探す

◦ 子犬・子猫を適切に飼えない場合は、増やさな
いために不妊去勢措置をする

※ 愛護動物を虐待したり捨てたりすると、最大で
100万円の罰金が科せられます。また、殺傷す
ると最大で2年の懲役または200万円の罰金が
科せられます。

※ 千葉県動物愛護センターと同セ
ンター東葛飾支所では、「犬の
正しい飼い方・しつけ方教室」
を定期的に開催しています。

リサイクルするプラスチックを資源に戻しましょう
　「リサイクルするプラスチック」は、「プラの識別マーク」が
目印で、商品の容器や包装に使用されたプラスチック製の
ものが対象です。不適合なものが混入すると、リサイクルする
ことができず、ごみとして処理することになります。 排出する
際は、「プラの識別マーク」を確認し、しっかり分別しましょう。

※中身を使い切り、水ですすぐなどきれいにしてから出してください。すす
いでも汚れが落ちない場合は、「その他のプラスチックなどのごみ」の日に
出してください。
※カミソリ（排出日 :「陶磁器・ガラスなどのごみ」の日）や、在宅医療等の
医療系廃棄物は、絶対に入れないでください。

家庭から出るごみの分別にご協力ください泣いたりぐずったりしても大丈夫！
子どもと一緒の参加も大歓迎！

笑って考えよう家庭のこと・仕事のこと・
未来のこと～男の家事が社会を救う！～

成長企業から学ぶ経営戦略

松戸市美術展覧会

講座開催や講師派遣などで
地域の活動を支援する
企業・団体を募集します

まつど女性就労・両立支援相談

ペットは周囲に迷惑をかけず、責任を持って適切に飼いましょう

瀬地山角氏

相談員（キャリアコンサルタント）

鈴木豊氏

昨年度受賞作品

問松戸健康福祉センター（松戸保健所）☎361－2139、千葉県動物愛護センター☎0476－93－5711、
　千葉県動物愛護センター東葛飾支所☎04－7191－0050

松戸スタートアップオフィス起業・創業セミナー

6月は動物の
正しい飼い方

推進月間

男 女 共 同 参 画 週 間 記 念 講 演 会

市民自主企画講座 P
ピンピンコロリ

PK「人生の後半を豊かに生き
るには～新しい生き方を求めて～」〔全2回〕
6月27日㈭、7月4日㈭各13時30分～15時30分　会場文化ホール　講師健康
生きがいづくりアドバイザー・阿部俊

しゅんいち

一氏　定員30人（抽選）　費用無料
6月10日㈪〔必着〕までに、往復はがきまたは申し込みフォームに講座名・

郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・返信用宛名を記入
して、〒271－0092松戸市松戸1307の1松戸ビルヂング4階　生涯学習推
進課（☎367－7810）へ
※往復はがき1枚、申し込みフォーム1件につき1講座（本人の
み）の申し込み。連名での申し込みはできません。
※定員に満たない場合は、6月11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。

高 齢 者 の 元 気 応 援 キ ャ ン ペ ー ン

バッテリーの混入に
より、リサイクル工場で
事故が発生しました！

　「リサイクルするプラスチック」にバッテ
リーや電池を入れると、火災などの事故原
因になります。正しい分別をお願いします。

ペットボトルの
キャップ・ラベル

ポリ袋・
ラップなど

菓子パン・冷凍
食品などの袋

洗剤・シャンプー
などの容器

カップ・トレー・
発泡スチロールなど

リサイクルするプラスチックの例

プラの識別マーク

市ホームページ

市ホームページ

申し込みフォーム

同オフィス
ホームページ

今年度から
水曜も
実施！

働きたい！あなたの夢を応援します
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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、



6月6日㈭・7日㈮・11日㈫・13日㈭・18日㈫・21日㈮・25日㈫・27日㈭
各10時30分～11時、14時30分～15時　会場子ども読書推進センター　
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

小さい子のためのおはなし会

6月14日㈮10時30分～11時10分　会場子ども読書推進センター　
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

親子絵本講座

7月5日㈮10時～12時　
会場子ども読書推進センター　
内容読み聞かせの基本＆夏におすすめの本　
対象小学生の保護者　定員先着50人

電話で子ども読書推進センター☎331－0077へ

小学校での読み聞かせ講座

時間15時30分～16時　対象幼児～小学生と保護者

日程 会場
6/14㈮ 明市民センター
6/18㈫ 小金原市民センター
6/19㈬ 東部スポーツパーク
6/21㈮ 五香市民センター

日程 会場
6/25㈫ 小金市民センター（分館内）

6/27㈭ 和名ケ谷スポーツセンター
（分館内）

6/28㈮ 新松戸市民センター

市民センターおはなし会

共 通  費用無料　  子ども読書推進センター☎331－0077

子ども読書推進センターからのお知らせ

共通 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）　※6月15日㈯の「千葉県民の日」は、観覧無料。
 投影開始30分前から、同館2階（☎368－1237）で受け付け

対象0歳～3歳くらいの子と保護者

絵本はじめのいーっぽ
〜乳幼児のための読み聞かせサポート〜

日時 会場（駐車場はありません）
6/11㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
6/14㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
6/18㈫11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・システム

（野菊野こども園内）
6/26㈬10:30～11:00 ほっとるーむ新松戸
6/27㈭10:30～11:00 矢切公民館
6/28㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
6/28㈮11:20～11:50 根木内こども館

ヘルクレスとアトラスのちえくらべ
6月の土・日曜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

キッズ＆ジュニアアワー

宇宙実験室I
アイエスエス

SS（国際宇宙ステーション）
6月の土・日曜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

一般投影

総合医療センター皮膚科外来は、6月
10日㈪・21日㈮に休診します
問同センター同外来☎712－2511（代表）

6月は「食育月間」、毎月19日は「食育
の日」～パネル・レシピを展示します～
6月3日㈪～7日㈮各8時30分～17時（最終日は
16時まで）　会場市役所1階連絡通路
問健康福祉政策課☎704－0055

食中毒注意報が発令されました
（9月30日㈪まで）
　食中毒予防の三原則は「細菌を付けない・増や
さない・やっつける」です。調理や食事の前には
必ず手を洗いましょう。また、肉や魚、野菜など
は、購入後早めに食べるようにし、調理する際は
しっかり加熱しましょう。
問健康福祉政策課☎704－0055

がん患者・家族「集いの場」
6月19日㈬13時30分～15時30分　会場総合医
療センター8階特別カンファレンス室（1階総合
案内で入館証を受け取ってください）　内容フ
リートーキング　定員先着15人　費用無料　
※がんの相談も受け付けています。

電話またはFAXで同センターがん診療対策室
☎712－2511（内線1025）、 712－2573へ

蚊に注意！個人でできる
デング熱・ジカ熱対策
　デング熱やジカ熱などを媒介するとされてい
るヒトスジシマカの活動時期は、5月中旬から
10月下旬です。長袖・長ズボンを着用し、蚊の
忌
き ひ

避剤を使用するなど、蚊に刺されないように
しましょう。
　蚊の幼虫は、古いタイヤ、植木鉢の皿、屋外に
放置された空き瓶・ペットボトル・子どものおも
ちゃなどの水たまりに発生します。発生源を作ら
ないように注意しましょう。
問健康福祉政策課☎704－0055

食からはじめる健康セミナー「スリム
アップコース」〔各全2回〕

  
内容講話と①運動実技②調理実習　対象市内在
住の20歳～59歳　定員各先着25人　持ち物筆
記用具と①運動できる服装、運動靴、バスタオル、
タオル、飲み物②エプロン、三角巾、布巾2枚、手
拭きタオル　費用無料　※一時保育あり（2歳以
上、要申込）。

6月3日㈪9時から、電話で各会場へ

元気で歩こう会
6月13日㈭10時～12時　会場21世紀の森と広
場中央口集合　費用無料
問常盤平地区高齢者支援連絡会☎387－1234

食からはじめる健康セミナー「ロコモ
予防コース」〔全2回〕
6月①21日㈮②28日㈮各10時30分～12時　会場
中央保健福祉センター　内容講話と①ロコトレ
②試食　対象市内在住の20歳～64歳　定員先
着25人　持ち物①のみ動きやすい靴　費用無料

6月3日㈪9時から、電話で同センター☎366
－7489へ

健康塾「脳の病気にならないため何が
でき、何をするべきか～早期発見のた
めの脳の検査と予防法～」
6月26日㈬14時30分～16時（14時開場）　会場
東松戸病院1号館2階大会議室　講師同病院医
師・山本剛

た け し

司　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

ノルディックウオーキングで認知症予
防！〔全8回〕
6月28日㈮、7月12日㈮・31日㈬、8月28日㈬、9
月11日㈬・25日㈬、10月9日㈬・23日㈬各10時
～11時30分　会場矢切公民館　対象全回参加で
きる本庁・矢切地域在住のおおむね60歳以上　
定員先着20人　費用無料（ポールレンタル料は
1回300円）

電話で矢切高齢者いきいき安心センター
☎710－6025へ

NAOKO SPACE PLANETARIUM
市民会館プラネタリウム室

小学生向け
プログラミング教室〔全2回〕要申込

       オリジナルゲームを開発しよう！

6月29日㈯・30日㈰各10時～16時（昼休憩あり）　会場松戸観光案内所
（松戸駅下車）　内容プログラミングを学ぼう！（「繰り返し」「条件分岐」
「乱数」「変数」などの基礎から少し難しいことまで）、オリジナルゲームの
開発、作品発表　講師㈱C

シーエー
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idsスタッフ　対象両
日参加可能でマウス操作ができる市内在住の小学4年～
6年生　定員20人（抽選）　持ち物昼食、飲み物　費用無料
 6月9日㈰までに、市ホームページの申し込みフォームで
 問文化観光国際課☎366－7327 市ホームページ

©JAXA

無料

日時 会場 電話番号
①6/18㈫
　10:00～12:00 常盤平保健

福祉センター 384－1333②6/25㈫
　10:00～13:00
①6/20㈭
　10:00～12:00 小金保健

福祉センター 346－5601②6/27㈭
　10:00～13:00

まつど健康マイレージ付与 …
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●広報まつど　2019（令和元）年6月1日

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。　問広報広聴課（広報担当）☎366－7320



今月の相談案内 お気軽にご相談ください　★は昼休みを除く
※相談は全て無料です。閉庁日の相談はありません。

※公益通報者保護法による外部通報の受け付け・相談は、
　広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）が窓口です。

◆ギターアンサンブル　サマー
コンサート
6/1㈯13:00
徳田☎090－3048－8225

◆小金高校弦楽部定期演奏会
6/2㈰13:00
同校・山田☎341－4155

◆ピアノ・フルート　サマーコン
サート
6/9㈰10:30
岩谷☎368－7455

◆カラオケ3クラブ競演歌の祭典
6/12㈬10:30
常盤平老人福祉センター☎

382－5125
◆きしきギター発表演奏会
6/14㈮14:00
きしきギター☎363－5439

◆松戸童謡の会　童謡を歌う
（月例会）　★
6/19㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆サテライト・ハーモニカコン
サート
6/20㈭13:00
萩野☎364－9805

◆私のお気に入り Piano Duo 
Concert　★
6/22㈯14:00
内山ピアノ教室・内山☎080

－5517－1334（事前申込制）
◆Joyful Concert 2019
6/23㈰13:30
二十世紀ケ丘音楽教室・田嶋

☎090－6141－9942

◆歌って健康！歌声コンサート  ★
6/26㈬13:00
㈱マイソング☎03－5774－

1414
◆まつどピアノ教室発表会
6/30㈰12:30
同教室☎365－4620

◆中国舞踊発表会
6/1㈯17:30
華
か せ

世芸術中国舞踊サークル・
ショウ暁

ギョナン

楠☎080－1412－3060

◆歌って健康！歌声コンサート
6/26㈬13:00
会場市民劇場　費用全席自由
1,500円（当日2,000円）　※車
椅子等で介助が必要な人の付添
人は1人まで半額
◆スター☆トゥインクルプリキュ
アドリームステージ♪
7/14㈰10:30、14:00
会場大ホール　費用全席指定
S席2,800円（当日3,000円）　
※3歳以上有料。2歳以下は保護
者の膝上に限り無料。ただし、
席が必要な場合は有料

◆ミュンヘンからの帰還　モナ・
飛
ア ス カ

鳥　ピアノリサイタル
10/19㈯14:00
会場小ホール　費用全席自由
3,000円（当日3,500円）　※未
就学児入場不可

◆①骨盤ヨガ②ピラティス
6/3㈪・10㈪・17㈪各①9:30～
10:50②13:30～14:30　会場
常盤平体育館　対象18歳以上
定員各先着30人　費用1回500
円　 同体育館☎386－0111
◆①ピラティス②やさしいヨガ
① 6/3㈪・10㈪・17㈪各10:00
～10 :50② 6月の水曜11:10
～12:00　会場小金原体育館
対象18歳以上　定員各先着30
人　費用1回500円　 同体育
館☎341－2242
◆①体幹美Body②金曜ヨガ
①6/3㈪・17㈪各11:10～12:00
② 6月の金曜15:00～16:30　
会場柿ノ木台公園体育館　対象
18歳以上　定員各先着30人　
費用1回500円　 同体育館☎
331－1131
●グラウンド・ゴルフ教室
6/9㈰9:00～12:00　会場六高
台スポーツ広場　 伊藤☎090
－8027－8076
●ファミリースポーツ教室
6/9㈰9:00～12:00　会場新松
戸西小学校　 宮崎☎346－
4327

●グラウンド・ゴルフ教室
6/9㈰9:00～12:00　会場松飛
台第二小学校　 明

みょうどう

道☎090
－9835－1187
●グラウンド・ゴルフ教室
6/9㈰9:00～13:00　会場新松
戸中央公園　 矢野☎090－
3107－0348
●スポレク祭（カローリング、ボッ
チャ、グラウンド・ゴルフ等）
6/15㈯9:00～12:00　会場稔
台小学校　 髙橋☎363－3064

●ヘルスバレーボール・ボッチャ
教室
6/15㈯19:00～21:00　会場東
部スポーツパーク　 岩下☎
090－5531－8004
●スポレク地域祭グラウンド・ゴ
ルフ大会（小金原地区）
6/29㈯9:00～13:00　会場貝
の花小学校　定員先着60人　
申 6/15㈯までに、電話または
FAXで市村☎ 342－6190へ

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
消費生活相談 ㈪～㈮ 8:30～16:00 消費生活センター☎365－6565
福祉まるごと相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00 高齢者支援課☎366－1100
福祉なんでも相談
電話相談専用ダイヤル
㈬、第1・4㈮10:00～
15:00☎368－1333

㈬、第1・4㈮
10:00～15:00

社会福祉協議会 （社福）松戸市社会
福祉協議会
☎368－1333

第1㈫ 六実支所
第1㈭ 小金原市民センター

障
が
い
者
相
談

基幹相談支援
センターCoCo

㈪～㈮
8:30～19:00 総合福祉会館（2階）※訪問可

☎308－5028
366－1138

ふれあい相談室
（予約優先） 9:00～17:00 ふれあい22（3階）※訪問可

☎388－6222・6225
388－6222

障がいがある人や
事業主からの就労相談

（予約制）
㈪～㈮ 9:00～17:00 障害者就業・生活支援センタービック・ハート松戸☎343－8855

障がい者虐待防止
障がい者差別相談セン

ター
㈪～㈮ 8:30～19:00

基幹相談支援センターCoCo内
（総合福祉会館2階）
☎366－8376　 366－1138

高齢者・障がい者成年
後見制度相談（予約制）

㈫㈮（祝日の場
合は前日） 9:00～17:00 NPO成年後見センターしぐなるあいず☎702－7868

労働相談 ㈪㈭
（第3㈭を除く） 17:00～20:00 勤労会館

商工振興課
☎711－6377

経営相談（起業を含む）
（予約制） ㈪～㈮ 9:00～17:00 松戸商工会議所会館

松戸商工会議所
☎364－3111

若者の就労相談
（予約制） ㈫～㈯ 9:30～17:00 松戸商工会議所別館

まつどサポステ
☎703－8301

無料職業
紹介所

65歳以上
㈪～㈮ 9:00～17:00★

（社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館1階）☎365－4712

65歳未満 （社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館3階）☎366－0077

生活に困っている人の
相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00 松戸市自立相談支援センター（市役所本館3階）☎366－0077

就学・教育相談（予約制） ㈪～㈮ 8:30～17:00 教育研究所（予約専用）☎366－7600

青少年相談 電話 ㈫～㈯ 9:30～17:00 常盤平児童福祉館☎384－7867来所予約制
いじめ電話相談 ㈪～㈮ 8:30～19:00 ☎703－0602（本人・保護者対象）

ゆうまつど
こころの
相談

女性対象
（予約制）

第1㈪㈭ 14:00～20:00
男女共同参画課（予約・相談専用）
☎363－0505

第2～4㈪㈭ 10:00～16:00 
男性対象

（電話相談） 第1・3㈮ 17:30～20:30

まつど女性就労・両立支援
相談（第2㈭は起業相談も）

㈫㈬㈭
（月末日を除く） 10:00～15:00 ゆうまつど（2階）

男女共同参画課
☎364－8778

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
市政相談・一般民事相談 ㈪～㈮ 8:30～17:00★ 市役所本館2階相談

コーナー
☎366－1162
(City Hall  main 
Bld. level2)
※最終受付は、各相談
の終了時間のおおむね
30分前
※法律相談は、裁判中
や調停中の事件は相
談できません
※不動産・登記相談の
予約は、相談日の1カ月
前から前日の17時まで
※税務相談の予約は、
相談日の1カ月前から
前々日の17時まで

一般民事相談専用
（広報広聴課
広聴担当室）
☎366－7319
※一般民事相談は
金銭・身の上・相続・
離婚・家庭問題等
の簡単な法解釈を
要する相談

行政書士相談事務
局・初

は つ み

見☎316－
1950（予約専用）
（㈪～㈮9時～17
時）

法律相談（随時予約）
第1㈪   9:00～12:00
第2～4㈪
第1～4㈫㈭ 13:00～17:00

交通事故相談 ㈪㈫㈭ 9:00～17:00★
English／Chinese 1st・3rd Tue.

  9:00～12:00Tagalog・Filipino 2nd・4th Tue.
Spanish 2nd Tue.

Vietnamese 4th Fri. 13:00～16:00
行政相談 第2・4㈪ 13:00～16:00

行政書士相談（予約制） 第2㈭   9:00～12:00
不動産相談（予約制） 第1～4㈬ 13:00～17:00
税務相談（予約制） 第2㈮ 13:00～17:00
登記相談（予約制） 第3㈮ 13:00～16:30

建築士相談（予約優先） 第2㈬   9:00～12:00 市役所本館2階
相談コーナー

建築士会相談窓口
☎362－8401

住宅リフォーム相談 第3㈬ 10:00～16:00 住宅政策課
☎366－7366マンション管理相談

（予約優先） 第1㈬   9:00～12:00 市役所新館6階会議室

人権相談
※人権相談は法務局松戸
支局でも行っています

第1～4㈭   9:00～12:00 行政経営課相談コーナー 行政経営課
☎366－7311
法務局人権ダイヤル
☎0570－003－
110
（㈪～㈮8時30分
～17時15分）

第1㈫

10:00～15:00★

六実支所
第1㈭ 小金原市民センター
第1㈮ 新松戸市民センター
第2㈮ ふれあい22

家庭児童相談 ㈪～㈮   9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3941
婦人相談 ㈪～㈮   9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3955

ひとり親（就労等）相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00★ 子育て支援課☎366－7347

子育て相談 ㈪～㈮   8:30～17:00

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

CMS☎394－5590
チェリッシュ・サポート・システム
☎308－5880
子すずめ☎387－0124
あおば☎387－5456
ドリーム☎070－3935－1230
はなみずき☎710－8070
グレース☎382－6182
風の丘☎375－8447

松戸市消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌日休館）
※駐車場は大変混雑します。電車・バスをご利用ください。
※チケットは完売している場合があります。

  森のホール21　今月の催し物　　 ☎384－5050
日程 内容（★は有料） 開演

時間 お問い合わせ先

大
ホ
ー
ル

 1㈯
森のホール21開館25周年記
念事業ファイナルコンサート
ブランデンブルグ国立管弦楽
団フランクフルト　★

15:00 森のホール21チケットセンター☎384－3331

 7㈮ Hiromi Go Concert Tour 2019　★ 18:30 ベルワールドミュージック☎03－3222－7982

 8㈯
竜馬四重奏LIVE2019
福島を忘れない～復興支援
チャリティ～　★

14:00
松戸友の会
☎04－7173－7626
（㈪㈬㈮10時～14時）

 9㈰ 松戸市合唱交歓会 11:30 松戸市合唱連盟事務局・加藤☎384－6079

29㈯

2019 LEE SEUNG GI 
A
ア ジ ア

SIA F
フ ァ ン ミ ー テ ィ ン グ

ANMEETING
“V

バ ガ ボ ン ド

AGABOND V
ヴ ォ ヤ ー ジ

OYAGE 
i
イン

n J
ジ ャ パ ン

APAN”　★

16:30
フラウ・インターナショ
ナル☎06－4791－2400
（平日10時～18時）

30㈰ 松戸市民吹奏楽団 定期演奏会 14:00 佐藤☎090－9146－5624

小
ホ
ー
ル

 1㈯ 松戸民演 発表会 9:30 松戸民演連盟事務所・成嶋☎341－3572

 8㈯ 星
ほしくず

屑スキャット TOUR 2019
「あゝ 喉仏」　★

17:30 ユニバース☎349－5323

22㈯ 陽だまりオカリナコンサート 10:30 伊藤☎04－7152－1871

29㈯ みんなのコンサート（音楽教室発表会） 12:30 奈良☎348－5791

イ ・ ス ン ギ

　手賀沼は松戸市から遠く離れていますが、手賀沼最大の流入河川である大津川を通じてつながってお
り、市からの排水が流れ込んでいます。近年、手賀沼周辺の田畑では、給水・排水施設の老朽化により
田畑に水が送れなくなったり、大雨の後に水害が出たり、地盤沈下が起きたりするようになりました。
　この状況を改善するために、国・千葉県・松戸市他8市で改良工事を進めていきます。詳細は千葉県
手賀沼土地改良区ホームページをご覧ください。

手賀沼と松戸市
農業を守るための取り組み
問千葉県手賀沼土地改良区☎0476－42－2821

同土地改良区
ホームページ

※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

市民会館
☎368－1237   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。

市民劇場
☎368－0070   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。

森のホール21 チケットセンター
☎384－3331
受付時間…10:00～19:00
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※大・小ホールは森のホール21です。
※完売の場合あり。
※詳細はホームページで。
 https://www.morinohall21.com/
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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
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、 マークは市民活動助成事業です）

◆こころの家族・当事者・ピア相談
第1・3㈯10時～15時 ふれあい22

こころの病を抱える人とその家族　※電
話（☎383－5551）でも相談可 NPO土
曜会・福

ふ く ら

良☎090－5215－0496
●健康体操教室（ストレッチ・リズム体操）
6/3㈪・10㈪・17㈪各9時20分～10

時50分 小金原体育館 50歳以上の女
性 各500円 電話で健康体操ひまわり・
斉藤☎341－0025へ
●健康麻雀体験会
6/5㈬10時～16時 松戸駅周辺の

麻雀店 1,500円 健康麻雀サークル
笑
えごころ

心・鈴木☎080－6566－5260
◆健康麻雀体験会
6/6㈭10時～16時 健康麻雀サロン

たかの（新京成五香駅下車） 先着20人
1,250円 電話で同サロン・高

た か の う ち

野内☎
386－1315へ
◆篠笛・お祭囃

ば や し

子・神
か ぐ ら

楽見学会
①6/6㈭・27㈭各14時～16時②6/8

㈯18時～20時 ①六実第二小学校②六
実市民センター 電話で五香六実お囃子
の会・白石☎387－1522へ
◆ときわ平伝統文化書道教室〔全10回〕
6/6㈭・20㈭、7/11㈭・18㈭・25㈭、

8/1㈭・8㈭・29㈭、9/5㈭・12㈭各16時
～18時 常盤平体育館 先着20人
5,000円 電話でときわ平書道会・松江
☎090－2647－8051へ
●やさしい囲碁（入門～上級）〔全4回〕
6/8㈯・15㈯・22㈯・29㈯各13時30

分～17時 日本棋院松戸生涯学習支
部（新京成五香駅下車） 2,000円 電
話で同支部入門サークル・岩島☎388－
3022（昼間のみ）へ
◆伝統文化こども生け花教室
①6/8㈯②6/22㈯各14時～15時（7

月以降も土曜に月1回程度開催） ①稔台
②八柱各市民センター 幼児～高校生
各2,000円 電話で華道育成会・藤

ふじひら

平☎
090－2909－6159へ
●松戸市合唱交歓会
6/9㈰11時30分～17時10分 森の

ホール21 松戸市合唱連盟・加藤☎384
－6079
◆B

ビ ー

eC
キ ャ ン

an（美化）フォーラム～平成から令
和へ～
6/9㈰14時～16時30分 勤労会館

元宮内庁長官・羽
は け た

毛田信吾氏 メイク松
戸ビューティフル・平野☎368－0980
◆モンテッソーリ子育て講座
6/10㈪10時～11時30分 金ケ作自

治会館（新京成常盤平駅下車） 先着10
人 1,000円 電話でままぷりも・中村
☎080－6716－4696へ
●龍宮と浦島太郎伝説の真相～丹後・隠
岐の伝承と神々
6/11㈫13時30分～16時30分 市民

会館 1,000円 電話で古代史研究会松
戸葛飾塾・櫛

く し だ

田☎070－6520－2267へ
◆「暮らしのエッセイ」入門クラス合評体験
6/11㈫14時30分～16時 ゆうまつ

ど 先着6人 200円 電話でエッセイ・
うらら会・鈴木☎090－2758－5858へ
◆股関節柔軟体操体験会
6/12㈬10時～11時 市民会館 先

着10人 1,000円 電話で股関節柔軟
体操会・長谷部☎090－6535－2133へ
◆税理士税務無料相談会
6/13㈭・27㈭、7/11㈭・25㈭各10時

～15時 松戸商工会議所（松戸駅下車）
電話で千葉県税理士会松戸支部☎366

－2174へ
●講演会「幸谷の中世遺跡について」
6/13㈭13時30分～15時30分 第3

宝
ほうせい

星ビル4階（松戸駅下車） 市教育委員
会学芸員 先着50人 松戸史談会・松田
☎342－1764（夜間のみ）

●だれでもできる！やさしい詩吟教室
6/13㈭・20㈭各10時～12時 稔台

市民センター 電話で松
しょうほうかい

鳳会・長谷川
☎090－3046－4991へ
●話すことが楽しくなる「見学体験」〔全2
回〕
6/13㈭・27㈭各18時15分～20時30

分 市民会館 500円 実践話し方研
究会・田中☎090－4374－3931（昼間の
み）
●なぎなた教室
6/14㈮・21㈮・28㈮各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
◆家族のための相続セミナー（初級編）
6/14㈮13時30分～14時30分 市民

交流会館（すまいる） 先着10人 電話で
まつどルポ・髙橋☎710－3577（㈫除く・
昼間のみ）へ
◆パソコンお困り解決相談会
第2～4㈮13時30分～15時30分 コ

ミュニティサロン胡
く る み

桃（JR新松戸駅下車）
各先着5人 各500円 電話でぱそこ

ん119☎090－4428－8931へ
◆（公財）園芸植物育種研究所　オープン
デイ（園芸相談・苗配布他）
6/15㈯9時～14時30分 同研究所

（市立松戸高校隣） 同研究所☎387－
3827
◆「ティーボール」体験教室
6/15㈯10時～11時30分 ケヤキッ

ズ保育園（旧古ケ崎南小学校敷地内）
3歳～未就学児と保護者 電話で同園・
水
み ず ま

間☎703－8805へ
◆弁護士・税理士・司法書士合同無料相
談会
6/15㈯13時30分～16時30分 千葉

県弁護士会松戸支部(松戸駅下車) 先着
24人 6/5㈬から、電話で同支部☎366
－6611（平日10時～12時、13時～16
時）へ
◆稔台フレンド寄席
① 6/15㈯②7/20㈯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立

たてかわ

川幸
こ う ご

吾②桂
かつら

南
な ん た ろ う

太郎 各200
円 稔台フレンドクラブ・小林☎367－
6579
●イサキ釣り大会（バス釣

ちょうこう

行）
6/16㈰10時～18時30分 館山市洲

すのさき

崎
方面での船釣り 先着3人 14,500円
電話で松戸釣りクラブ・左

さ て

手☎090－
5818－7723へ
◆松戸歌声サロン「童謡唱歌・抒

じょじょうか

情歌を歌
う」
6/17㈪14時～16時 松戸アリエッ

タホール（松戸駅下車） 先着50人
1,200円 電話で同サロン・金

か ね や

谷☎090
－3491－7373へ
●家庭教育講座
①6/18㈫②7/9㈫各10時～12時

市民会館 ①かけがえのない命の尊さを
考えよう②人間らしい感情の育て方 各
100円 松戸家庭教育研究会・加藤☎
080－5426－3133
●子ども盆太鼓教室〔全3回〕
6/22㈯・30㈰、7/7㈰各11時～12時
八柱門前町会会館（新京成八柱駅下

車） 小学生 太鼓のバチ 当日会場
で 御

ご じ ん や だ い こ

陣屋太鼓を守る会・内田☎090－
4438－9865
●民話のつどい
①6/22㈯②7/13㈯各13時30分～15

時30分 ①古民家「旧齋藤邸」②子ども
読書推進センター 民話の語り、紙芝居他
（①のみ子どもの落語） 各500円（小学
生以下無料） ①6/21㈮②7/5㈮まで
に、FAXで松戸子どもの文化連絡会・
﨑
さ き の

野 703－9897（昼間のみ）へ

◆けん玉教室（指導と段・級認定）
6/22㈯14時～16時 六実市民セン

ター 電話で昔のあそびと遊ぼう会・白
石☎387－1522へ
●スクエアダンス初心者講習会（見学自
由、年齢制限なし、パートナー不要）
6/22～9/28の㈯14時～16時30分
馬橋市民センター 動きやすい服装と

靴 月1,000円（6月は無料） 電話でメ
イプルスクエアダンスクラブ・吉田☎361
－0969へ
●松戸まつり新曲講習会
6/22㈯18時30分～20時30分 市

民会館 うちわ、飲み物 馬橋芸能連合
会・松澤☎343－2123（昼間のみ）

サポセン音楽祭「音楽で人と人の絆
を深めよう!!」（市内10団体の演奏）
6/23㈰10時～15時10分 まつど市

民活動サポートセンター 松戸音楽活動
同好会・武石☎090－9686－6793
◆ストレッチ＆太極拳無料体験会
6/28㈮13時～15時 新松戸市民セン

ター 先着10人 電話で日本健康太極拳
協会楊名時太極拳・早

は や た

田☎342－1527へ

◆リハビリのプロが教える腰痛予防
6/30㈰10時～11時 稔台市民セン

ター 先着50人 FAXで松戸整形外科
病院・中山 346－5670へ
●楽しく走ろう「3時間走」
7/7㈰7時～11時〔雨天決行〕 運動

公園 当日同公園武道館前で 松戸健
走会・斉藤☎343－3010（18時以降）
●市民水泳大会
7/28㈰8時から 運動公園プール 市

内在住・在勤の小学生以上 年齢別50m
（泳法別）・200m（個人メドレー、リレー）
1種目500円 6/9㈰・16㈰各13時～

15時に、費用を添えて同プールへ 松戸
市水泳協会・濱田☎090－1555－4388
◆千葉県調理師試験準備講習会
8/21㈬9時～17時 松戸商工会議所
先着80人 30,000円 電話で松戸調

理師会・鈴木☎368－5550へ
●松戸市文化祭（古典舞踊公演）出演者募
集
10/27㈰11時～18時 森のホール

21 要問い合わせ 電話で松戸日本古
典舞踊連盟・小沼☎368－9583へ

●B
ビーエルシー

LC（バドミントン）
㈬9時～11時、 第1・2㈮9時～11

時、第4㈮11時～13時 青少年会館
女性 月2,500円 1,000円 石川☎
348－5572
●松戸合気道クラブ
㈫㈯19時～20時30分 常盤平体育

館 小学生以上 先着5人 月3,500
円（1カ月無料体験可） 3,000円
佐々木☎090－1431－0644
●六実サッカークラブ
㈰13時～16時 六実小学校 5歳

～小学生 月1,500円（未就学児500
円、小学1・2年生1,000円） 1,000
円 小巻☎090－8305－0603
●太極拳七

しちはちかい

八会（気功・太極拳）
㈬15時～17時 矢切公民館 初心

者 月3,000円 森下☎363－7044
●小金原ビクトリー（少年野球）
㈯13時～17時、㈰㈷9時～17時

栗ケ沢小学校他 小学4年生以下
月1,000円（小学3年生以下無料）
1,000円 小野塚☎090－1550－
8045
●松戸市柔道修錬会
㈪㈬㈮㈯19 時～21時 運動公園武

道館 5歳以上 月2,500円 1,000
円 茂

も ぎ

木☎386－1071
●小金原テニスクラブ
要問い合わせ 栗ケ沢公園庭球場
市内在住・在勤の小学生以上 月

1,250円 5,000円（中学・高校生
3,000円、小学生無料） 井本 ktc-
web@ktctennis.com
●まつど山

さんすいかい

翠会（ハイキング・登山）
第2㈬19時15分～21時 市民会館
65歳以下 月500円 1,000円

小林☎080－1211－9257
●松戸バドミントンクラブ
㈫㈮10時～13時 運動公園体育

館他 20歳以上の女性 月2,500円
月1,000円 谷川☎080－5418－

5025（㈫㈮のみ）
●健康体操こがさき（ストレッチ・リズム
運動）
㈬13時20分～15時 古ケ崎市民セ

ンター 先着5人 月1,700円 1,000
円 和

わ じ き

食☎090－8312－1470
●松戸短歌会
第2㈯13時～17時 市民会館 半

年6,000円 塩
しおいり

入☎391－5016

●緑会囲碁教室燦
さんさん

燦（講座・対局・大会）
㈬13時～18時 矢切公民館 月

1,000円 1,000円 西村☎364－
2212
●松戸七

しっぽうやき

宝焼サークル
㈮9時～13時 矢切公民館 月500

円 2,000円 藤本 391－1917
（昼間のみ）
◆ピアニー歌う会
第2・4㈬10時15分～12時 アリ

エッタホール（松戸駅下車） 月3,000
円 1,000円 稲垣☎090－9019－
0908
◆柏

はくじゅかい

樹会（謡曲・仕
し ま い

舞）
第2・4㈫13時～15時 八ケ崎市民

センター 月3,000円 田中☎341－
6475
◆むつみ健康体操会
第1除く㈪13時20分～14時50分
六実市民センター 月1,500円

1,000円 倉澤☎347－5314
◆O

オーディー

D初心者社交ダンスサークル
第2・4㈬14時～16時 六実市民

センター 各500円 岩本☎080－
1019－1988
●さくらんぼ親子体操
第2・4㈮ 10時 30分～11時 30分
青少年会館樋野口分館 月1,200

円 渡邊 wy.wn.wr.family-0824@
docomo.ne.jp
◆峰

ほうぼくかい

墨会（書道・墨彩画）
第1㈭10時～12時 タウンスクール
根木内 月2,500円 高野☎387－
7825
◆松戸混声合唱団
㈮18時～21時 市民会館 月

3,000円 1,000円 松山☎369－
5737
◆ペドロの初心者サルサ＆ラテン・ダン
ス・レッスン
月3回㈰18時20分～19時50分 馬

橋市民センター 4回5,000円（回数
券） ペドロ☎080－4373－3212
◆M

エムシーピー

CPスターズ（軟式野球）
㈫㈭14時～16時 六実中央公園

45歳以下の経験者 若干名 年6,000
円 鈴木☎090－3512－9114
◆むつみクラブ（グラウンド・ゴルフ）
㈫㈯12時30分～14時30分 六実

スポーツ広場 月200円 小林☎090
－8800－9811
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　㈱メリーチョコレートカムパニーと市は、4月23日に「災害時における
物資の供給に関する協定」を締結しました。
　これにより、災害時に同社松戸工場から物資が市に直接供給されます。
避難所生活を余儀なくされた住民に対し、同社のチョコレートなどが栄養
補助だけではなく、精神的な支えになることも期待されます。
問危機管理課☎366－7309

 じゃがいもの収穫体験
期間6月10日㈪～7月20日㈯　会場①小川農園（串崎新田）②根本農園（幸田）　
品種きたあかり　費用①1株200円②10株1,500円

電話で①小川農園☎387－2057②根本農園☎090－6193－4688へ
 ブルーベリーの収穫体験（摘み取りのみ）
期間①6月上旬～8月下旬②6月上旬～8月末③7月上旬～8月中旬
会場①ブルーベリーファーム新松戸（七右衛門新田）②小川農園（串崎新田）③土屋農園（松戸
新田）　費用①100g300円（入園料800円）②100g300円③200g500円（入園料500円）

電話で①ブルーベリーファーム新松戸☎080－4857－0141②小川農園☎387－2057③
土屋農園☎362－0025へ

「災害時における物資の供給に関する協定」
を締結しました

収穫しよう！まつどの農産物 要申込

小
こ や ま つ

屋松儀
よしてる

晃代表取締役社長
（右）と本郷谷市長

「親子で遊ぼう！矢切ねぎを
植えて育てよう！」
参加者募集〔全3回〕

　松戸市青少年相談員矢切支部と一緒に、矢切ねぎ
等のさまざまな野菜を育て、収穫してみませんか？
第1回日時 6月15日㈯9時30分～12時〔雨天決行〕　※イベントの詳細や第2回以降の予定
は、参加決定者に直接連絡します。　会場坂下ほんでんこどもの遊び場（下矢切606他）　
対象小学生以下の子と保護者　定員先着20組　費用1組500円（初回のみ）

6月3日㈪から7日㈮の間に、参加申込書をEメールで子どもわかもの課
mckowaka@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7464）へ

※参加申込書は同課で配布する他、市ホームページでダウンロードできます。

　昨年大人気だった収穫ツアーを今年も開催します！
自然の恵みを味わいながらパートナーを探してみませんか？ 
日時6月30日㈰9時15分市役所駐車場入口前集合、15時解散　内容市内の畑で枝豆とじゃが
いもを収穫・料理して、食事会でフリートーク　対象25歳から40歳までの独身で、農作物に興
味がある人　定員男女各先着13人　費用男性2,000円、女性1,000円

6月14日㈮までに、FAXまたはEメールに件名「畑婚第1回収穫体験ツアー」・住所・氏名・年齢
（生年月日）・電話番号・職業・プロフィール（趣味等）を記入して、NPOクリエイティブまつど工
房 713－0530、 eno55@ebony.plala.or.jp（☎090－8946－9554）へ

収穫体験ツアー　参加者募集 要申込

初めての植え付け体験

農園
こどもの
遊び場
イベント

要申込

畑婚！

市ホームページ

松戸産農産物
ブランドシンボルマーク

「みのりちゃん」

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

2018(平成30)年1月生
ごはん食べるのが大好きなしょう
ちゃん♪お兄ちゃんといっぱい遊
んでどんどん大きくなってね！

2018（平成30）年12月生
ぐんぐんのびのび、たーくさん遊
んでよく飲み、よく寝ます。元気
いっぱい、おおきくなーれ！

2017（平成29）年4月生
元気に大きくなってくれて、ありが
とう。いろんな体験をして、目を丸
くしようね！もうすぐ、お兄ちゃん！

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

ドミニカ共和国×松戸市×ルーマニア

　東京2020大会に向けた本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。 三み

つ
い井
翔し

ょ
う
ま雅

ち
ゃ
ん

杉す
ぎ
う
ら浦

桜お
う
ら
い来

ち
ゃ
ん

伊
い お り

織ちゃん

　青は平和、赤は独立のため
に流された血、白の十字は汚れ
のない精神を表し、中央には国

章が描かれています。
国旗制定の背景には、
他国による占領と戦っ
た歴史があります。

　青は空、黄は鉱物・穀物、
赤は国民の勇気を表してい
ます。国名は祖先であるダ
キア系ローマ人
に由来し“ロー
マ人の国”を意味
します。

ルーマニア
国旗の由来
ドミニカ共和国

　スポーツの世界大会などで、両国の国旗を見つけたら応援
しましょう！

　松戸市では野田市で起きた痛ましい虐待事件を重く受
け止めています。松戸市も数年前、大変つらい経験をしま
した。市内に住んでいた子どもが、小学校入学時に他県に
引っ越した後、虐待により亡くなってしまいました。その反
省から、二度とこのようなことが起きないよう切れ目のな
い連携支援に取り組んでいます。
　虐待死が多い0歳児に対しては、「親子すこやかセン
ター」の職員が妊娠期から親と面談したり、自宅を訪問した
りするなど、早期から親とのかかわりを持つことで乳児虐
待を予防しています。また、全国に先がけ「子ども家庭総
合支援拠点」を設置して、社会福祉士や心理士、教員、保
育士等により、虐待が疑われる家庭や子どもの支援体制を
強化しています。この他、今年度から県内初の取り組みと
して、児童相談所と市との人事交流も始めています。警察・
医療機関・学校・保育所・民生委員児童委員等と連携し、
地域全体で子どもを見守る体制整備に努め、これからも児
童虐待防止に取り組んでいきます。
　障害者就労施設の利用者が、市のごみ処理施設に搬
入された粗大ごみの中で、まだ使えそうなものを修理・
清掃して販売する「リユース工房みらいず」が5月30日に
オープンしました。前年度から市と障害者就労施設が連
携し、粗大ごみリユース実証事業として、粗大ごみのリ
ユース品を市内のイベント等で販売したところ、248点
が売れ、障がい者の工賃向上と約1.2トンのごみの減少
につながりました。このように障害者就労施設と連携した
リユース事業は、県内では初の取り組みです。この取り
組みを「リユース工房みらいず」で継続させ、市民の皆さ
んにリユースやリサイクルの意識を高めていただくとと
もに、障害者就労施設を利用する方が働くことの喜びや
達成感を得ながら地域で自立した生活ができるよう支援
していきたいと思います。
　2020年東京五輪を見据え、大阪で行なわれたセイコー
ゴールデングランプリ陸上2019の4×100mリレーに出
場したルーマニア男子チームが、先月、市内で初のトレー
ニングキャンプを行いました。松戸運動公園陸上競技場
での公開練習や市立松戸高校の生徒との交流、市役所で
行われた壮行会を含め、約1,000人もの方が応援してくれ
ました。東京五輪では日本とホストタウン相手国が共に活
躍できることを期待しています。

児童虐待をなくすために

人口と世帯 〔2019（令和元）年5月1日現在〕 〔　　〕内は前月比

※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。

人口 492,067 人 〔 802 〕 男 244,233 人〔 389〕
世帯 228,502 世帯 〔 852 〕 女 247,834 人〔 413〕

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

　市民の皆さんの声を直接お聞きするため、市長専用のFAX（
366－2301）および市ホームページに市長メール送信窓口を設
けています。市政に関する建設的なご意見をお寄せください（住
所・氏名等をご記載ください）。

松戸市長   本
ほ ん ご う や

郷谷 健
け ん じ

次

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。
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