●「自分らしく働きたい」
を応援します
●家庭用廃食油の回収にご協力ください
●幼児教育・保育の無償化が始まります
●夏の青少年教室
●夏休み親子消費者教室
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無料

事前登録特典あり

入退場自由

就職したい若者集まれ！

まつど合同企業説明会
食品メーカーやIT企業など、市内に本社や事業所がある企業約40社が出展！
インターネットや大型の合同説明会では見つけることが難しい、地元に根付いた優良企業に就職するチャンスです。

7月6日㈯ 13時30分～16時30分
会場松戸商工会議所（松戸駅下車 ）
対象15歳からおおむね39歳までの求職者〔2020（令和2）
年3月卒業予定者を含む〕
事前登録方法同説明会ホームページ https://www.iqform.jp/matsudo/top/で
※事前登録をして来場した人には、
『人事のホンネ読本 』
を無料プレゼント！
※一時保育あり（6カ月～就学前、先着10人、7月3日㈬までに電話で商工振興課
☎711－6377に要申込 ）
。
問㈱学情 松戸市就職サポート事業運営事務局☎03－3545－7310
商工振興課☎711－6377

同説明会
ホームページ

自分に合った企業の見つけ方など、説明会の活用術を教えます

同日開催

就職支援セミナー

参加企業からのメッセージ
みやこ き

こ

う

都機工株式会社
～日本のものづくりを支える仕事をしよう～
千葉県・茨城県のものづくりの現場を
支える、地域に密着した機械工具・住宅設
備機器の専門商社
です。全社員の仲
がとても良く、和
気あいあいとし
た雰囲気の会社
です。明るく、元
気な方からのご
応募をお待ちし
ております。

13時～13時30分

他にもさまざまな企業が多数参加！
だ い と う

株式会社大東
～オフィスの頼れるパートナー～
設立53年目を迎え、PRの大東として
「印刷・メディア・アロマ」を事業の柱と
しています。
社是「尽心 」を念頭に、社員・お客様の
満足、繁栄に心を尽くすことで社会に貢
献 し て い き ま す。そ ん な 弊 社 の 考 え に
共感いただける方の
ご応募をお待ちして
おります。
し ゃ ぜ

じんしん

き

こ

う

スズキ機工株式会社
～地域密着型の「ものづくり工場 」
～
弊社は産業用自動機械の製作とオリジ
ナル商品の販売を行う会社です。地域密
着の自動機械製作案件を通して現場の生
の声を集め、その声を活かした商品開発
へとつなぎ、全国各地へ商品を販売して
います。
元 気 の あ る、
チャレンジ精神
を持った方のご
応募をお待ちし
ております。
い
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●広報まつど

2019（令和元）年7月1日

「 自 分らしく働きたい 」を 応 援します
まつど地域若者サポートステーション（まつどサポステ）
若者が自分らしく、その人に合った働き方を実現できるようサポートし
ます。
開所日時火〜土曜9時30分〜17時（祝日を除く） 会場松戸商工会議所別館
（松戸駅下車） 内容就職相談（1回45分程度）
、セミナー、職場見学・体験、
定着・ ステップアップ相談 相談員キャリアコンサルタン
ト、臨床心理士、産業カウンセラー等 対象以下のいずれか
に該当する15歳〜39歳とその家族 求職中 週20時間未
満の非正規で働いている 通信制・定時制の学生 費用無料
電話またはホームページのエントリーフォームで、まつど まつどサポステ
ホームページ
サポステ☎703−8301へ

2019（令和元）
年度分
国民年金保険料の免除申請
を受け付けます

国民年金課☎366−7352

申請受付窓口国民年金課、各支所または松戸年金事務所 ※本人・配偶
者・世帯主の前年の所得が不明な場合は、国民年金課で申請。
対象国民年金に加入中の20歳以上60歳未満で、前年の所得が下表の金
額以下または失業により保険料を納めることが困難な人
免除対象期間 7月〜2020（令和2）年6月 ※過去2年分の申請も可。
持ち物年金手帳・印鑑 ※申請者・配偶者・世帯主が2017（平成29）年
12月31日以降に離職した場合は、退職の事実が分かる公的機関の書類
（雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など）を持参。
免除対象となる所得の目安
扶養人数
全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
２人（例:配偶者・子） 127万円
154万円
194万円
234万円
1 人（例:配偶者）
92万円
116万円
156万円
196万円
扶養なし
57万円
78万円
118万円
158万円
※本人だけではなく、配偶者や世帯主も各段階の免除基準に該当している
必要があります。
※全額免除以外の場合、社会保険料控除額などを加味して審査を行うた
め、表の金額と異なる場合があります。

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。
テレホン案内サービス

☎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〕
。

①国民健康保険被保険者証（灰色）
②国民健康保険限度額適用認定証
③後期高齢者医療被保険者証（あずき色）
①新しい国民健康保険被保険者証（紫
色）
は、7月末までに簡易書留で送付し
ます
不在などで受け取れず、郵便局での保管
期限も切れてしまった場合は、電話で再郵
送の申し込みができます。本人確認書類を
提示することで、国民健康保険課または支
所でも受け取れます。

②8月以降の国民健康保険限度額適用
認定証が必要な場合は、再度申請が必
要です
窓口受付開始日7月23日㈫ 対象世帯主
（社会保険などに加入している世帯主を含
む）と国民健康保険加入者全員分の所得申
告が済んでいて、申請日時点で国民健康保
険料を滞納していない世帯 持ち物国民健
康保険証、印鑑、来庁者の本人確認書類

ジョブフィット40松戸
就職氷河期にあって望んだ働き方を選べなかった人などに向けた相談・
セミナーを行っています。
相談日時火曜（キャリア相談）
・金曜（心理相談）各10時・11時・13時・14
時・15時から各回45分程度（要申込） 会場勤労会館
対象40歳〜おおむね45歳 費用無料
電話でジョブフィット40松戸☎080−2561−7376（火曜・金曜のみ）
へ

ジョブフィット40セミナー 〜40歳からの就職〜 要申込

7月23日㈫10時〜12時

会場勤労会館
電話で商工振興課☎711−6377へ

市立保育所の保育従事職員
（年齢・資格不問）
を募集します
勤務期間随時
勤務時間6時45分〜10時、15時〜19
時15分（土曜午後は12時〜18時15
分）のうち計3・4・6時間 ※午前・午
後の両方に出勤。3時間勤務と土曜の
4時間勤務はどちらかのみの場合あり。
勤務地市立保育所
時給1,090円（別途交通費支給）
電話で保育課☎366−7351へ

1日の 1週間の
雇用保険
勤務
勤務日数 健康保険
時間 （応相談） 厚生年金
3時間 週3日〜5日
4時間
6時間

×

週3・4日

×

週5日

○

週3日

×

週4・5日

○

市消防局・自衛隊・千葉県警合同

体験型採用説明会を開催します
7月7日㈰10時〜15時〔荒天中止〕
会場 陸上自衛隊松戸駐屯地（新京成元山駅下車）
内容活動時の制服・装備品の装着体験、ブルー
インパルスVR操縦体験、鑑識体験（松戸東警察
署に要事前申込）、消防・救急体験他
※市消防局職員採用試験の案内は、8月1日に広
報まつど・市ホームページでお知らせします。
消防総務課人事担当☎363−1116、
自衛隊千葉地方協力本部柏募集案内所
☎04−7163−6884、
松戸東警察署警務課☎349−0110

有効期限は7月31日です
①②国民健康保険課☎712−0141
③同課広域保険担当室☎366−7342、千葉県後期高齢者医療広域連合☎043−308−6768

③新しい後期高齢者医療被保険証（薄い青色）
と保険料の通知書を7月中旬に発送します
保険料の算出方法

均等割の軽減率が変更されました

1人当たりの定額（均等割41,000円）+所得に応
じた額〔所得割=（総所得金額等−基礎控除額33
万円）
×7.89%〕
保険料の限度額は62万円 世帯の所得に応じ、
均等割額が軽減される場合あり これまで会社の
健康保険など（国保・国保組合は対象外）の加入者
の被扶養者だった人は、資格取得後24カ月間は均
等割が5割軽減され、所得割額は0円（負担なし）

75歳以上または障害認定を受けている65歳
以上で、これまで 9割軽減（月平均340円納付）
になっていた人は、今年度から8割軽減（月平均
680円納付）
に変わりました。
※特別徴収（年金からの引き落とし）の場合は、
10月の引き落とし額から変更されます。
保険料の納付方法

特別徴収・普通徴収（納付書または口座振替）
があります。詳細は通知書をご覧ください。

後期高齢者医療制度にも、医療機関窓口での自己負担限度額を軽減する制度があります
下記に該当する人は、申請により交付を受けられます。
限度額適用・標準負担額減額認定証

対象世帯全員が住民税非課税の人

限度額適用認定証

対象市町村民税課税所得145万円以上690万円未満の人

※保険料の通知書などは「平成31年度」
と表記していますが、これは2019（平成31）
年4月1日から2020（令和2）
年3月31日までの12カ月間を指します。

2

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。

ふれあい22☎383−7111

●広報まつど

2019（令和元）年7月1日

7月は「社会を明るくする運動」強調月間

夏の生涯学習講座 要申込

講演会「絆〜共感こそが悲劇を救う〜」＆
松戸第三中学校吹奏楽部コンサート

成人講座
日本最古の漫画『鳥獣戯画』
を模写しよう
〜紙本墨画入門編〜〔全3回〕

7月21日㈰13時〜16時30分 会場市民会館
講師歌手・杉山裕太郎氏 定員先着1,200人
費用無料 ※手話通訳・要約筆記あり。一時
保育を希望の場合は要事前申込。
同運動松戸地区推進委員会事務局（地域福祉
課内）
☎366−3019

成人講座
申し込みフォーム

7月17日㈬・24日㈬・31日㈬各10時〜13時
会場文化ホール 講師日本画家・泉晴行氏
定員20人（抽選） 費用100円

身近な薬膳料理
〜薬膳の基礎知識と夏の薬膳料理実習〜
〔全2回〕
7月24日㈬10時〜12時、31日㈬10時〜13時 会場新松戸市民センター
講師東京栄養士薬膳研究会・山田惠子氏・昼田常子氏 定員20人（抽選）
持ち物エプロン、三角巾、布巾2枚 費用1,000円

法務省更生保護マスコット
キャラクター・更生ペンギン
のホゴちゃんとサラちゃん

松戸スタートアップオフィス起業・創業セミナー

一人から始められる広報ＰＲ術

市民自主企画講座
そ ら

ツー

21宙の会・夏休み親子教室
「宇宙をもっと知ろう〜初歩の航空学と
スチレングライダー（紙飛行機）
を作る」

〜「2 ワード・オンリーワンコンセプト」
でブランディングする方法〜
市民自主企画講座
申し込みフォーム

8月3日㈯10時〜12時30分 会場市民会館 講師日本紙飛行機協会・
荒木敏彦氏 対象小学生と保護者 定員15組（抽選） 費用1人270円
滝村雅晴氏

7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、参加者全員の氏名（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
※成人講座の会場設営や受け付けなどのお手伝いをしていただける場合
は、申し込みの際に「講座サポーター希望」
と記入してください。
※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、7月11日㈭から電話で受け付け。
※電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。
共通

Eメールまたはホームページで同オフィス
office@matsudo-startup.jp、
https://matsudo-startup.jp/（☎382−6087）へ
商工振興課企業立地担当室☎711−6377

青少年姉妹都市派遣生徒募集 要申込
派遣予定期間2020（令和2）年3月12日㈭〜19日㈭ 派遣先オーストラ
リア・ホワイトホース市クーナンセカンダリーカレッジ 滞在方法ホー
ムステイ 対象市内在住の中学・高校生 定員5人（作文と11月10日㈰
午後の面接審査により選考） 費用約30万円〔うち5万円を（公財）松戸
市国際交流協会が補助〕
下記の事前説明会に参加の上、10月8日㈫〔必着〕までに、応募用紙と
作文を直接または郵送で〒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）松戸市国際
交流協会（☎366−7310）
へ

消防総務課☎363−1116

街を守る松戸市消防団の各分団が、ポンプ車や小型
ポンプの規律正しく迅速な操作技術を披露します。
日時7月13日㈯ 8時〜12時35分 会場消防訓練センター（八ケ崎）

事前説明会

自分たちの街は自分たちで守る〜消防団員募集中〜

8月17日㈯17時〜18時
会場市民劇場 ※代理参加可。

災害から自分たちの住む地域を守るため、消防団活動に参加してみま
せんか？

家庭用廃食油の回収
にご協力ください
昨年度は
NPO松戸エコマネー「アウル」
の会☎368−0980
環境政策課☎366−7089
商工振興課☎711−6377

3,707L
回収！

市内の資源循環と低炭素型社会創造に貢献でき
ます。使用済み天ぷら油や賞味期限切れ食用油の処
理に困った際は、ぜひ回収拠点にお持ちください。
※回収拠点、協賛店の新規加入も受け付けています。

回収した廃食油は、バイオディーゼル燃料（BDF）
に精製され、松戸市のごみ収集車の燃料の一部とし
て活用しています。

ペットボトル1本分の廃食油で10円分

回収できるのは植物油（なたね油・ごま油・
オリーブオイルなど）だけ
バター・ラードなど動物性の油や灯油・機械油な
ど食用以外の油は回収できません。詳細は同NPO
のホームページをご覧ください。

昨年度の交流の様子

回収拠点一覧
回収拠点名

住所

電話番号

松川産業㈱

竹ケ花西町306の13

365−4371

㈱ミヤマ建設

下矢切299

367−1031

㈲和菓子所・八矢庵
ホームプラザ松戸店
㈲和菓子峰月

下矢切78の1
南花島1の2の6
松戸1281

362−5909
363−2251
362−2785

昨年度は
㈱丸協

紙敷507

392−0909

回収時間
㈪〜㈮（㈷除く）
10:00〜17:00
㈪〜㈮（㈷除く）
10:00〜17:00
㈫除く 9:00〜17:00
㈬除く 9:00〜17:00
㈫除く 9:00〜19:00
㈪〜㈮（㈷除く）
10:00〜17:00

3,707L

廃食油が燃料になります

廃 食 油 500mLペ ット ボ ト ル 1本 で、10ア ウ ル
（=10円）券1枚と交換できます。アウル券は市内・
市外合わせて46カ所の協賛店で買い物などの補助
券として利用できます。

同オフィスホームページ

姉妹都市と交流しよう！

松戸市消防団
夏季特別訓練大会

協働

7月27日㈯14時〜15時30分（13時30分開場）
会場同オフィス 内容ぶれないコンセプトで情報発信
することで共感を呼ぶ広報PR術、ブランディング戦略
など 講 師 ㈱ ビ ス ト ロ パ パ 代 表 取 締 役・滝村雅晴氏
定員先着20人 費用無料

回収拠点の
のぼり旗

同NPOホームページ

パン工房ボナペティート、
北松戸3の1の23
360−0808
㈬除く 7:00〜20:00
たい焼き千寿
むとう駄菓子店
古ケ崎4の3593の9
362−7296
毎日 10:00〜17:00
回収！
㈲菓匠 松久
金ケ作411の2
387−3319
㈭除く 13:00〜17:00
小金原三丁目町会（戸田邸）小金原3の4の49
090−3210−0702 第4㈰ 13:30〜15:00
㈱スエヒロ
稔台7の7の1
366−2800
㈪〜㈮ 9:00〜17:00
ノエビア・オレンジハウス 小金原4の34の18
348−5512
㈪〜㈮10:00〜12:00
㈲はたや商店
五香2の6の1
387−3835
㈪除く 10:00〜22:00
（社福）松里福祉会ここらぼ
五香5の10の3
383−0847
㈪〜㈮10:00〜17:00
まつさと
㈱メリーズ・ジャパン
松飛台404の1
386−5600
㈬
13:00〜17:00
偶数月第3㈯
串崎新田町会
串崎新田218
090−8819−8452
10:00〜12:00
橋本邸
新松戸1の42の4
348−7454
第1㈬ 9:00〜12:00
ブレッドカフェ さくら
常盤平西窪町5の10
387−1525
毎日 10:00〜17:00
㈲フジ企画
幸田3の51の1
348−2468
㈪〜㈮ 9:00〜17:00
加藤ぶどう園
金ケ作336の2
388−3578
毎日
9:00〜16:00
陶板浴 健考館
柏市十余ニ403の4 04−7135−4126 毎日
9:00〜21:00
リサイクルモールみっけ 柏市大山台1の17
04−7137−7112 毎日
9:00〜18:00
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（社福）
松戸市社会福祉協議会の活動に
ご協力をお願いします 同協議会☎368−0503

7月1日から市の公共施設の敷地内禁煙を強化します

社会福祉協議会は地
主な活動
域福祉を推進する団
子育てサロン子育て中の家庭の
体です。 市内15の地
お友達づくりの場
区社会福祉協議会（地
同協議会
ふれあい・いきいきサロン高齢者 マスコット
区社協）では、地域の
キャラクター・
が元気で暮らすための憩いの場
皆さんの会費や協力に
まっころん
ふれあい広場 年齢や障がいの有無
よりさまざまな活動を
にかかわらず、誰もが参加できる福祉のお祭り
行っています。詳細は
各種スポーツ交流事業
お問い合わせください。

「松戸市生活カタログ
（市民便利帳）
」
に広告を掲載しませんか？

示

お知らせ
市民交流会館（すまいる）、東部市民セ
ンターの7月の休館日を変更します
施設管理の都合上、本来の休館日であ
る7/22㈪は開館し、7/23㈫に休館しま
す 同館☎349−6530、同センター☎
391−3701
7/10㈬〜19㈮は夏の交通安全運動期間
スローガン 歩行者を 守る気づかい 思い
やり 重点目標 子供と高齢者の交通事
故防止 自転車の安全利用の推進 後
部座席を含めた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 飲酒運転の根絶 市民安全課
☎ 366− 7341、 松 戸 警 察 署 ☎ 369−
0110、松戸東警察署☎349−0110
7・8月に文化ホール講座室を学習室と
して開放します
自習や読書などにご利用ください。利
用可能日は施設空き状況に
より変動します。事前に市
ホームページで確認してく
ださい 利用時間 11時〜16時
生涯学習推進課☎367− 市ホームページ
7810
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発送します
65歳以上で、現在介護保険料を特別
徴収（年金天引き）している人または8
月・10月から特別徴収に変更になる人
※介護保険料の納付方法は自分で選択
できません 介護保険課☎366−7370
原爆被爆者に見舞金を支給します
受付期限 7/19㈮
2019（令和元）年7
月1日現在市内に居住し、住民基本台帳
に登録されていて、被爆者健康手帳の交
付を受けている人 金額 年8,000円 申
請書、被爆者健康手帳の写し、申請者名
義の金融機関・口座番号・預金種別等を
確認できる物の写しを持参または郵送
で〒271−8588松戸市役所 地域福祉
課（☎366−3019）
へ
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板

最優秀賞「望まない 受動喫煙 ０松戸」
（齋藤将武さん）
優秀賞

「子の未来 その煙から 守りたい」
（村島由夏さん）
「ひと休み たばこに代って 深呼吸」
（伊藤福子さん）

市内在住・在勤・在学の人を対象に5月に募集し、71件の応募がありま
した。最優秀作品は、今後の啓発活動に利用します。
望まない受動喫煙を防止し、快適で過ごしやすい街を目指しましょう。
健康福祉政策課☎704−0055

最大

1,000
万円

市と民間企業が協働で発行する、市民の皆さんの暮らしに役立つ情報を
掲載した無料の冊子「松戸市生活カタログ（市民便利帳）2019年版」に掲
載する広告を募集しています。
発行予定時期10月 発行予定部数284,000部 配布先市内全世帯（発行
後に順次配布）
、市に転入した世帯（転入届提出時に配布）
仕様A4サイズ、フルカラー ※広告の規格・価格などの詳細は、協働事業
者である㈱サイネックス千葉支店にお問い合わせください。
㈱サイネックス千葉支店☎043−238−8280（広告について）
広報広聴課☎366−7320（掲載情報について）

掲

受動喫煙防止対策推進の
標語が決定！

民営駐輪場の整備費用を
補助します

対象者地権者、民間駐輪場運営事業者、商店会など 対象施設以下の全て
に該当する駐輪場 民営 新設または増設・改修 駅から300m以内ま
たはバス停から200m以内で、駐輪場の整備が必要と市が認めた場所に
ある 収容台数がおおむね10台以上（バイクは1台を自転車1.5台分に換
算） 対象経費調査・設計費、建築工事費、土木工事費、機械設置費
上限額1,000万円
交通政策課☎366−7439

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

文化ホール（展示）の使用受け付け
7/10㈬ 10時 30分 か ら 同 ホ ール
区画の種類 市 民 ホ ール（300㎡）
、 ギャ
ラリー1・2（各150㎡）※ギャラリー3は
9/17から2020（R2)/1/19まで使用不可
使用期間 10月〜12月 使用料、社会教
育関係団体登録証（該当団体のみ） 生
涯学習推進課☎367−7810
明るい選挙啓発①ポスター②標語③動
画作品を募集
テーマ ①明るい選挙の推進②きれいな
選挙の推進または棄権防止の呼びかけ
③ 投票に行きたくなる動画 募集要件 ①
四ツ切、八ツ切またはそれに準じる大き
さの画用紙で、1人1点まで（描画材料は
自由）②1点20字以内で1人2点まで ③
1分以内 応募資格 ①②市内在住・在学の
小学〜高校生③県内在住・在勤・在学
①②9/6㈮〔必着〕
までに、市内在学の場
合は各学校に、市外在学の場合は学校
のある市区町村の選挙
管理委員会に提出③県
選挙管理委員会ホーム
ページ参照 市選挙管
理委員会事務局☎366 県選挙管理委員会
ホームページ
−7386
松戸まつりイン2019「バザール」の出
店者を募集
10/5㈯・6 ㈰各10時〜17時 松戸中
央公園（松戸駅下車）出品品目 市内の商
品または市民の趣味やアイデアから生
まれた作品 ブース規格 2.5m×1.5m 市
内の事業者・団体・個人（応募者多数の
場合は抽選） ※7/29㈪開催の説明会
への出席必須 6,000円 7/9㈫・10
㈬ 各13時〜16時に、出店者の本人確認
書類を持参して直接松戸商工会議所（松
戸駅下車）
（☎364−3111）
へ
松飛台まつり①フリーマーケット②個
人店舗の各出店者を募集
10/20㈰ 松飛台工業団地 ①②合
わせて100区画（抽選） ①3,000円②
5,000円 7/19㈮までに、FAXで同ま
つり実行委員会・南口 384−3798へ

子ども・子育て会議の市民委員を募集
市
内在住 2019（R1）/ 7/1現在20歳以上
平日夜間（年数回）の会議に出席でき
る ※一時保育あり 3人程度 報酬 日額
8,500円 申込書配布 子ども政策課 、市ホー
ムページ 7/31㈬〔必着〕までに、申込
書と「子どもが健やかに育つためのまち
づくりとは 」
をテーマにした800字程度
の論文を直接・ 郵送・FAX・Eメールで
〒271−8588松戸市役所 子ども政策課
365−1009、 mckodomossk@
c i t y .matsudo.chiba.jp（☎ 704−
4007 ）へ
応募資格 以下の全てに該当する人

非常勤看護師を募集

…持ち物

旧国保松戸市立病院跡地の売却に伴う
サウンディング型市場調査の参加企業
を募集
実施要領公表 7/4㈭ 9時 ※詳細は松戸
市病院事業ホームページ等をご覧くださ
い 総合医療センター管財課☎712−
0756
市民交流会館（すまいる）の指定管理者
を募集
指定期間 2020（R2）
/8/1〜2024（R6）/
募集要項配布
7/2 ㈫〜23 ㈫ ※ 資
7/31
料は市ホームページでダウンロードで
きます 市民自治課☎366−7318
わが家の犬・猫写真コンクール作品募集

任用期間 2020
（R2）
年3月まで 勤務日数

募集作品 しつけ等適正飼育についての

原則週5日以内 勤務時間 6時間30分（休
憩 時 間 45分を含む） 勤務場所 市 立 小・
中学校 必要資格 看護師または准看護師
時給 1,460円（別途交通費支給） 履歴
書と所定の申請書を直接または郵送で
〒271−8588松戸市教育委員会 教育
研究所（☎366−7461）
へ

コ メ ン ト（400字 詰 め 原 稿 用 紙 1枚 以
内）を添えた、応募者が飼育している犬・
猫のL判写真（3枚まで） 県内在住
8/19 ㈪〔消印有効 〕
までに、全ての写真
の裏面に住所・氏名・電話番号を記入し
て、郵送で〒260−0001千葉市中央区
都町463の3 （公財）千葉県動物保護管
理協会（☎043−214−7814）
へ

スクールアシスタント（校務補助）登録
者を募集
任用期間 9/1〜2020（R2）/ 3/31
勤務日時 ㈪〜 ㈮、
1日5時間45分 勤務場所
市立小・中学校 時給 930円（別途交通費
支給）選考方法 欠員が生じた場合に、登
録者から書類選考および面接 ※登録
の有効期間は履歴書提出日から1年間
履歴書を直接または郵送で〒271−
8588松 戸 市 教 育 委 員 会 教 育 企 画 課
（☎366−7455）
へ
従業員の退職金に「中小企業退職金共
済制度」をご利用ください
新規加入や月額掛け金を増額する場
合、掛け金の一部を国が助成します。掛
け金は全額非課税で、手数料もかかり
ません ※市でも掛け金の一部を助成
する制度があります （独）勤労者退職
金共済機構中小企業退職金共済事業本
部☎03−6907−1234、商工振興課☎
711−6377

成年後見制度の「診断書書式」が改定さ
れ、
「本人情報シート」
が導入されました
詳細は裁判所ホームペー
ジ「後 見 ポ ータ ル サ イ ト」
をご覧ください 千葉家
庭裁判所総務課文書係☎
後見ポータル
043−333−5303
サイト

戦没者遺児を対象とした戦跡慰霊巡拝
対象地域 西部ニューギニア、ソロモン諸

島、東部ニューギニア、トラック・パラ
オ諸島、ボルネオ・マレー半島、フィリ
ピン、マリアナ諸島、ミャンマー、台湾・
バシー海峡、ビスマーク諸島、マーシャ
ル・ギルバート諸島、中国 10万円
（一財）
日本遺族会事務局☎03−3261−
5521
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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 定員各先
着15人 費用無料
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

まつど健康マイレージ付与 …

健康塾「訪問看護ってなに？〜緩和ケ
アやリハビリと連携した事例からみて
みよう〜」要申込
7月24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 講師同病院訪問
看護ステーション訪問看護師 定員先着60人
費用無料
電話で同病院保健福祉医療室☎391−5500へ

訪問看護の看護師による熱中症のはな
し 要申込
7月24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

患者サロン①オストメイトの集い②が
ん患者・家族「集いの場」要申込
7月24日㈬①10時30分〜12時②13時30分〜
15時30分 会場総合医療センター8階特別カン

7月の松戸競輪開催日程
本場開催 7/2㈫〜4㈭（FⅡナイター）
場外開催 7/1㈪〜3㈬宇都宮（FⅠ）
、7/4
㈭〜7㈰ 小 松 島 記 念（GⅢ）、7/13㈯〜
15㈷ 千 葉（FⅠ）
・ 別 府（サ マ ーナ イ ト
フェスティバルGⅡナイター）
、7/20㈯
〜23㈫ 大 垣 記 念（GⅢ）、7/25㈭〜28
㈰弥彦記念（GⅢ） 公営競技事務所☎
362−2181

講座・講演・催し
和名ケ谷スポーツセンタープール教室
（アクアビクス）
7/3 ㈬・17 ㈬ 各 11 時〜11 時 40 分、
7/13 ㈯・27 ㈯、8/10 ㈯・24 ㈯ 各19 時
〜19時40分 入場料のみ 同センター
☎391−5990
さわやかヨガ教室
7/4㈭・18㈭・25㈭各10時〜11時
東部市民センター 高校生以上 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」
7/4㈭ 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
公共サインワークショップ①座談会②
街歩き
① 7/4㈭ 18時〜20時 30分 ② 7/6㈯
10時新京成常盤平駅南口集合、13時解
散 ①常盤平市民センター ①当日会
場で②電話で都市計画課景観・指導班☎
366−7372へ
ふれあい教室
「朗読をきくかい」
7/10㈬10時〜11時30分 ふれあい
22 松戸朗読奉仕会会員による短編・
エッセー等の朗読 障害者手帳を持っ
て い る 人 等 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー☎
383−7111
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）
7/12㈮10時〜10時30分 新萩公園
（三矢小台5の27）
、北岡公園（五香6の

っ

こ

い

し

ょ

認知症カフェ「カフェ・ド・来居所」
要申込
7月30日㈫14時〜16時 会場シニア交流セン
ター 費用100円
電話で馬橋西高齢者いきいき安心センター☎
711−9430へ

がん患者・家族「緩和ケア教室」
7月26日㈮14時〜15時（13時45分受け付け開
始） 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） 内容乳がん治療中の気になるアレコレ
定員先着15人 費用無料
同センターがん診療対策室☎712−2511（内
線1025）

夏休み親子「くすり教室」要申込
7月27日㈯・28日㈰各13時〜14時30分 会場
衛生会館 内容「くすりの正しい使い方」の体験
を通して親子で学ぶ 対象市内在学の小学4年
〜6年生と保護者 定員各先着20組（原則保護
者1人につき子ども2人まで） 費用無料
7月19日㈮までに、FAXに参加者の氏名（ふり
がな）
・性別・子どもの学校名と学年・電話番号・
参加希望日を記入して、松戸市薬剤師会 360
−3614（☎360−3600）
へ

25の3） 各先着100人
366−7285

市民安全課☎

住宅リフォーム①相談②市民講座
7/13㈯ ①10時〜13時、14時〜16時
②13時〜14時 小金原市民センター
松戸住宅リフォーム相談員協議会☎
365−5252
子ども向けプログラミング教室「コー
ダー道場まつど」
7/13㈯13時30分〜16時 松戸観光
案内所（松戸駅下車） マウス操作がで
きる小学生（保護者同伴） ノートパソ
コン（貸し出しあり） 先着14人 Code
for Matsudoホームページで 文化観
光国際課☎366−7327
新松戸出張！NPO・市民活動よろず相
談室「申し込み受付・アンケート集計に
も使えるGoogleフォームの使い方」
7/17㈬ 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、 hai̲saposen@matsudo-sc.
comへ
シティー・ミニコンサート〜ファゴッ
トは歌うよ♪〜
7/17㈬12時15分〜12時45分（11時
30分開場） 市議会議場 曲目 スタジオ
ジブリメドレー（久 石譲）、ふるさとの
四季メドレー（源 田俊一郎）他 演奏者 磯
さやか（ファゴット）、小池亜季（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）

介護者のつどいin栗カフェ〜みんなの
居場所〜
お茶を飲みながら日頃の悩みを話し合いましょう。
日時7月31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

後期高齢者健康診査を無料で受診でき
ます 要申込
受診期間2020（令和2）
年3月31日まで 対象千葉
県後期高齢者医療制度加入者 持ち物千葉県後
期高齢者医療被保険者証、受診券（オレンジ色）
直接または電話で受診券に同封の一覧に記載
された市内委託医療機関へ
国民健康保険課☎712−0141

花づくり講習会「春植え球根のはなし」
7/19㈮13時30分〜15時30分 21
世紀の森と広場パークセンター 上 総
更級公園園芸アドバイザー・白瀧嘉子氏
先着40人 電話で（公財）松戸みどり
と花の基金☎710−2851へ

地域猫活動セミナー「広がりをみせて
いる地道な活動と、広がる人々との和」
7/28㈰14時〜16時 小金市民セン
ター 東葛地域獣医師会・中島 昭 満 氏
先 着 30人 200円 電話で環境保
全課☎366−7336へ

千葉県産酒フェア「千葉のビールと夏
酒」
7/20㈯・21㈰各11時〜18時 松戸
観光案内所（松戸駅下車） （一社）松戸
市観光協会☎703−1100

龍ケ崎撞舞ツアー
7/28㈰16時10分JR佐貫駅集合、19
時30分撞舞通り（龍ケ崎市）
解散 15人
（抽選） 1,000円（別途交通費） 7/19
㈮〔必着〕までに、はがきに住所・氏名・
電話番号を記入して、〒271−0091松
戸市本町7の3 （一社）松戸市観光協会
「撞舞ツアー」係（☎703−1100）
へ

総合医療センター附属看護専門学校
①オープンキャンパス② 学校見学会
①7/27㈯12時〜15時②8/29㈭9時
〜11時、10/19㈯13時30分〜15時30
分 同 校 ②各先 着 60人 ②筆 記 用
具・上履き・下足袋 ②電話で同校☎
367−4444（平日8時30分〜17時）へ
※入学試験の受け付けは12/2㈪〜20
㈮、一次試験日は2020
（R2）/1/11㈯で
す。有料の入学案内を販売しています
市民活動トークライブシリーズ「福祉
国家デンマークから教育のあり方を考
えよう」
7/28㈰10時〜12時 まつど市民活
動サポートセンター （一社）まつど地
域共生プロジェクト・鶴町直美氏 先
着15人 電話またはEメールで同セン
ター☎365−5522、 hai̲saposen@
matsudo-sc.comへ

古民家「旧齋藤邸」造形講座〜杉戸絵に
挑戦しよう！〜
7/18㈭10時30分同邸（紙敷588）集
合、15時解散 日本画家・泉晴行氏 先
着15人 昼食、飲み物、虫よけスプレー
500円 7/12㈮までに、電話で社会
教育課☎366−7462へ

図書館活用講座
「ウィキペディアタウン
in松戸」
7/28㈰ 10時 30分〜16時 30分 子
ども読書推進センター インターネッ
ト百科事典「Wikipedia」に地域の記事
を編集・投稿 中学生以上 先着20人
ノートパソコン（貸し出し
可）
、デジタルカメラ（持っ
ている人のみ） 7/2㈫9時
30分から、申し込みフォー
申し込み
ムまたは電話で図書館☎
フォーム
365−5115へ

（公社）松戸市シルバー人材センター臨
時入会説明会
7/19㈮10時から 市民会館 市内
在住で健康な60歳以上 同センター☎
330−5005

聴覚障害者の住みやすいまちづくり
フォーラム（手話体験あり）
7/28㈰13時から（12時30分開場）
市民会館 当日会場で 障害福祉課☎
366−7348、 366−7613

MIEA世界めぐり「英語によるアメリカ
の文化紹介 The American University
and its Influence〜アメリカの大学っ
て何だろう！？〜 」
8/5㈪14時〜15時30分 ゆうまつど
市国際交流員・Javier Gutierrez 先
着50人〔（公財）松戸市国際交流協会会
員優先〕 500円（会員300円） 電話で
同協会☎366−7310へ

会議
入札監視委員会
7/10㈬9時30分から 市役所新館5階
市民サロン 傍聴定員 先着10人（9時20分
まで受け付け） 契約課☎366−1151
公民館運営審議会
7/10㈬ 18時 か ら 京 葉 ガ ス F松 戸
ビル5階会議室（傍聴は17時50分まで
受け付け） 生涯学習推進課☎367−
7810
教育委員会会議
7/11㈭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
男女共同参画推進協議会
7/17㈬14時から ゆうまつど 傍聴定員
先着5人（13時50分まで受け付け） 男
女共同参画課☎364−8783

5

●広報まつど

2019（令和元 ）年7月1日

幼児教育・保育の無償化が10月から始まります！
3歳児〜5歳児の子どもの利用料が無償化されます
※0歳児〜2歳児の子どもは、住民税非課税世帯のみ対象になります。

対象の施設は？

無償化って？

「実費で徴収する費用」

は無償化の対象ではありません

◦保育施設〔保育所（園 ）
・小規
模保育施設・認定こども園 〕
◦幼稚園
◦認可外保育施設等

消費税の引き上げに合わせ
て、10月から幼稚園や保育所
（園 ）などの利用料を実質的に
無料にすることです。

給食費・教材費・行事費・通園送迎費・制服代・延長保育料などの「実
費で徴収する費用 」は、引き続き保護者の負担となります。これらの費
用がこれまで保育料に含まれていた場合は、10月から新たに実費徴収
となりますので、詳細は各施設にお問い合わせください。

10月以降の無償化の状況

3歳児クラス～5歳児クラス
（幼稚園は年少クラス～年長クラス）

0歳児クラス～2歳児クラス
保育施設
〔保育所
（園）
・小規模保育施設・
認定こども園 ※1 〕

ご注意ください！

住民税非課税世帯のみ無償

無償

「これまでどおりの認定」が必要

「これまでどおりの認定」が必要
教育時間は、
月額25,700円まで無償
（おおむね9時～14時）
「新認定（保育の必要性の認定は不要）」が必要

幼稚園※2

満3歳児クラス
から対象

預かり保育は、
月額11,300円まで無償

「新認定（保育の必要性の認定が必要）」が必要

認可外保育施設等
障害児通園施設

住民税非課税世帯のみ月額42,000円まで無償

月額37,000円まで無償

「新認定（保育の必要性の認定が必要）」が必要

「新認定（保育の必要性の認定が必要）」が必要

住民税非課税世帯のみ無償

無償

※1…施設型給付の幼稚園を含む。 ※2…施設型給付の幼稚園を除く、特別支援学校幼稚部を含む。
「これまでどおりの認定」が必要

「新認定（保育の必要性の認定が必要）」が必要

保育施設に入所（園 ）するためにこれまで行っていた認定で
す。無償化になっても内容に変更はありません。現在入所（園）
中の場合は、新たな手続きは必要ありません。

無償化によりできた新しい認定です。幼稚園の預かり保育と認可外保育施
設等が無償化の対象となるためには、以下の「保育を必要とする事由 」のいず
れかに該当し、
「 保育の必要性の認定 」
を受ける必要があります。
保育を必要とする事由

「新認定（保育の必要性の認定は不要）」が必要
無償化によりできた新しい認定です。幼稚園の教育時間が
無償化の対象となるために必要です。右記の「保育を必要と
する事由 」
に該当する必要はありません。

◦就労（就労時間が月64時間以上 ）◦妊娠・出産◦保護者の疾病・障害◦同
居親族等の介護・看護◦災害復旧◦求職活動◦就学
※事由に該当するための要件や提出書類は、子どもが利用する施設や家庭の
状況により異なります。

2019（令和元）
年度 クラス別年齢

問い合わせ

年齢によるクラス
0歳児クラス
1歳児クラス
2歳児クラス

対象
2018（平成30）
年4月2日～2019（平成31）
年4月1日生まれ
2017（平成29）
年4月2日～2018（平成30）
年4月1日生まれ
2016（平成28）
年4月2日～2017（平成29）
年4月1日生まれ
2016（平成28）
年4月2日～2017（平成29）
年4月1日生まれのうち
満3歳に達した子どもで、翌年度4月より前に幼稚園に就園し、通常
満3歳児クラス
の幼稚園と同様に週5日程度のカリキュラムを受け、同額程度の保
育料を支払っているクラス
3歳児クラス（幼稚園では年少クラス） 2015（平成27）
年4月2日～2016（平成28）
年4月1日生まれ
4歳児クラス（幼稚園では年中クラス） 2014（平成26）
年4月2日～2015（平成27）
年4月1日生まれ
5歳児クラス（幼稚園では年長クラス） 2013（平成25）
年4月2日～2014（平成26）
年4月1日生まれ

NAOKO SPACE PLANETARIUM
夏の親子天文教室
工作「地球と月のメジャーボックス」
7月26日㈮ ①10時30分～12時
②14時～15時30分
対象市内在住の小学生と保護者
定員各30組（抽選、小学生は複数可）
費用無料
7月10日㈬までに、Eメールに件名「天文教室工作①
または② 」
、参加者全員の氏名・学年・年齢、住所、電
話番号、返信先のEメールアドレスを記入して、同館
mcshiminkaikan@city.matsudo.chiba.jpへ
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◦保育施設・認可外保育施設について
保育課☎366－7351
◦幼稚園について
幼児教育課☎701－5126
◦障害児通園施設について
障害福祉課☎366－7348
◦その他、無償化全般について
専用コールセンター☎700－5400

市 民 会 館 プ ラ ネ タリ ウ ム 室

同館☎368－1237

7月の番組

投影日7月13日㈯以降の土・日曜、祝日、夏休み期間中の水・木曜 定員各先着80人
費用各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階で受け付け
キッズ＆ジュニアアワー

マウイのつりばり

～さそり座のおはなし～

13時30分、14時30分
（各20分 ）
内容星と星座にまつわる
子ども向けのやさしい話

一般投影

ふたたび月へ

10時30分（文字解説付き）
、
15時30分（各40分）
※夏休み期間中の水・木曜
は15時30分のみ。
内容今年50周年を迎える
アポロ月面着陸とこれからの月開発

ⒸJAXA

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

無償化の詳細と手続き方法

◦手続き方法は、利用する施設により異なります。
◦市から無償化のための「確認 」を受けている施設のみが対象になります。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

保育施設
〔保育所（園）
・小規模保育施設・認定こども園 〕
保育料は不要。給食費・教材費・延長保育料は、市や保育施設に
支払い
対象者 3歳児クラス〜5歳児クラスと、住民税非課税
世帯の0歳児クラス〜2歳児クラス
※多子計算方法に変更はありません。
市ホームページ
※入所（園）の手続きに変更はありません。

認可外保育施設等
保育の必要性の認定を受けて、認可外保育施設を利用する場合
助成額

3歳児クラス～5歳児クラス＝月額上限37,000円
0歳児クラス～2歳児クラス＝月額上限42,000円（住民税非課税
世帯のみ）
※都道府県に届け出し、国が定める指導監督基準を満たすものの
うち、市が確認を行った認可外保育施設のみが対象です。ただし、
指導監督基準を満たしていない場合でも、5年間の経過措置があ
ります。
手続き方法
① 保育課に申請書を提出（8月末まで）
② 市の認定を受ける
③ 施設に利用料金を支払う
④ 認定を受けた期間について、保育課に請求書類を提出（4月上旬
まで）
⑤ 市から助成額の給付を受ける（5月末ごろまで）
⑥ 保育の必要性の確認書類提出（翌年度の春ごろ）
保育の必要性の認定を受けて、指導監督基準を満たした認可外保
育施設を利用する場合（市独自の助成 ）
対象者 保育施設〔保育所（園）
・小規模保育施設・認定こども園 〕
に入所（園）
できない子ども
助成額 		
0歳児クラス～2歳児クラス＝月額上限21,800円（住民税課税世
帯のみ）
手続き方法
① 施設に利用料金を支払う
② 認定を受けた期間について、保育課に請求書類を
提出（4月上旬まで）
③ 市から助成額の給付を受ける（5月末ごろまで）

市ホームページ

障害児通園施設を利用している場合
児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支
援・保育所等訪問支援の対象となっている3歳児～5歳児は、自己
負担分が無償化されます。
※0歳児～2歳児の住民税非課税世帯は、すでに無償化されてい
ます。

子ども読書推進センターからのお知らせ
共 通 費用無料

子ども読書推進センター☎331－0077

小さい子のためのおはなし会
7月4日㈭・5日㈮・9日㈫・11日㈭・19日㈮・23日㈫・
25日㈭・26日㈮・30日㈫ 各10時30分～11時、
14時30分～15時 会場子ども読書推進センター
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

市民センターおはなし会
日程
7/12㈮
7/16㈫
7/17㈬
7/19㈮

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

日程
7/23㈫

会場
小金市民センター（分館内）
和名ケ谷スポーツセンター
7/25㈭
（分館内 ）
7/26㈮ 新松戸市民センター

時間15時30分～16時 対象幼児～小学生と保護者

2019（令和元 ）年7月1日

幼稚園
通常の教育時間
（おおむね9時～14時）
全ての世帯に月額25,700円（年額308,400円 ）まで助成
助成対象 入園料（支払った年度のみ）
と保育料
市ホームページ
対象者 市内在住の園児（満3歳児クラスを含む）
※10月からの無償化により、私立幼稚園就園奨励費助成金制度は9月で
終了します。
※国立大学附属幼稚園は月額8,700円、国立の特別支援学校幼稚部は月額
400円まで助成。
手続き方法
① 在籍している園に申請書を提出（提出期限は園により異なります。詳細
は各園にお問い合わせください）
② 市の認定を受ける
③ 園に入園料や毎月の保育料を支払う
④ 認定を受けた期間について、園に請求書類を提出
⑤ 市から助成額の給付を受ける（5月末ごろまで）

預かり保育料
も助成！

預かり保育
❶市が預かり保育事業の確認を行った園

対象者 保育の必要性があると市が認定した、市内在住の園児

助成額 日額450円×利用日数（月額上限11,300円 ）
※満3歳児クラスは住民税非課税世帯のみ対象となり、月額上限16,300円。

❷市独自の預かり保育助成対象園
対象者 市が指定する園に在園し、保育の

さらに、
対象園だと
ダブル
預かり
「Ｗ助成」
！

必要性があると市が認定した、市内在住の
園児
※「保育の必要性の事由 」
が「就労 」
の場合は、
勤務時間が月56時間以上で対象になります。
対象園 東漸寺幼稚園、みやこ幼稚園、聖徳大学附属幼稚園、二三ケ丘幼
稚園、大勝院幼稚園、いわさき幼稚園、本源寺幼稚園、みやおか幼稚園、
聖徳大学附属第二幼稚園、さかえ幼稚園、まるやま幼稚園、明和幼稚園、
高塚幼稚園、八柱幼稚園、金ケ作幼稚園、かきのき幼稚園、新松戸幼稚園、
第二かきのき幼稚園〔2020（令和2）
年4月から、あさひ幼稚園も対象予定 〕
助成額 月額上限25,000円
ふ

み

が

お

か

手続き方法
（❶❷共通）
① 在籍している園に申請書を提出
② 市の認定を受ける
③ 園に預かり保育の利用料金を支払う
④ 認定を受けた期間について、園に請求書類を提出
（4月上旬まで）
⑤ 市から助成額の給付を受ける（5月末ごろまで）
⑥ 保育の必要性の確認書類提出（翌年度の春ごろ）

市独自の
助成 !

通常の教育時間

預かり保育❶

預かり保育❷

月額上限

月額上限

月額上限

25,700円

11,300円

25,000円

親子絵本講座
7月12日㈮10時30分～11時10分
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

会場子ども読書推進センター

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）
7/ 9㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
7/12㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
チェリッシュ・サポート・システム
7/16㈫11:00～11:30
（野菊野こども園内 ）
7/19㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内 ）
7/24㈬10:30～11:00 ほっとるーむ新松戸
7/25㈭10:30～11:00 矢切公民館
7/26㈮11:20～11:50 根木内こども館
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

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
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2019（令和元）年7月1日

夏の青少年教室
教室名

要申込

日時

会場

松戸のお宝☆文化財めぐりバスツアー
① 〜親子で学ぶ松戸の歴史＆かやぶき古民 7/21㈰9:00〜16:00
家で竹紙作り体験〜 ※昼食持参。
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

⑫
⑬
⑭

各締め切り日〔必着〕までに、ちば電子申請サービス、直接（はがき持
参）または往復はがきに教室名（③⑤⑥⑧⑨⑫
は日時も）
・住所・
氏名（ふりがな）
・性別・学校名・学年・電話番号・返信用宛名を記入し
て、〒270−0035新松戸南2の2 青少年会館（☎344−8556）へ
※はがき・往復はがきは1教室につき1枚必要。

市役所集合、解散

社会教育課
文化財班職員

市立松戸高校
高校生先生の「伝統工芸を活 かした自由
7/24㈬13:00〜15:00
青少年会館
書道部
研究〜蒔絵で好きな文字を書こう！〜」
高校生先生の「レジンでアクセサリーや 7/24㈬10:00〜11:30 聖徳大学附属女子高校
同校家政部
8/22㈭10:00〜11:30 （駐車場あり）
マグネットを作ろう！」
宇宙に向けてモデルロケットを打ち上げ
NPO日本モデルロ
7/25㈭13:00〜17:00
青少年会館他
よう！
ケット協会
高校生先生の「ステンシルでポンポン。7/25㈭・26㈮
松戸馬橋高校
青少年会館
切って、たたいて、絵はがきをつくろう！」各10:00〜12:00
美術工芸部
高 校 生 先 生 の「バ ト ン ト ワ ーリ ン グ 体 7/26㈮10:00〜11:30 聖徳大学附属女子高校
同校バトン部
験!!」
8/23㈮10:00〜11:30 （駐車場あり）
（公社）
全日本ダンス
親子で楽しく社交ダンス〜みんなの大好 7/26㈮・27㈯
青少年会館
協会連合会認定教
きな曲にのって〜〔全2回〕
各18:00〜19:30
師・中村宏子氏
7/28㈰10:30〜12:15、
造形デザイナー・
レインスティックを作って鳴らそう
矢切公民館
13:15〜15:30
吉田未希子氏
合同会社
7/28㈰10:30〜12:15、 まつど市民活動サポー
レザークラフトに挑戦しよう
CRASSULA・
13:15〜15:30
トセンター
中林翔平氏
高校生先生の「寺子屋六実塾」〜江戸時
7/30㈫13:00〜16:00
松戸六実高校
同校書道部
代の書道を体験しよう〜
高校生先生の「動物と植物の標本づくり」
市立松戸高校
〜チリメンモンスター標本 ・ 葉脈標本 7/30㈫13:00〜14:20
青少年会館
生物部
をつくろう！〜
武蔵野調理師専門
7/31㈬、8/8㈭
徳川アイスを作ろう！
市民会館他
学校講師・田島加寿
各9:45〜12:15
央氏
高校生先生の硬式テニス教室〜目指せ！ 7/31㈬、8/1㈭ 各 9:30〜
松戸国際高校
同校テニス部
テニス・プレイヤーへの道〜〔全2回〕 11:30〔雨天中止〕
カヌーに乗って江戸川探検
※保護者の送迎必要、昼食持参。

8/3㈯9:30〜14:40
〔荒天の場合は8/4㈰〕

電子工作にチャレンジ〜キラキラ光るオ
8/5㈪13:00〜16:30
ルゴールごまを作ろう〜
高 校 生 先 生 の「え ん げ き を つ く ろ う！
8/5㈪〜7㈬
⑯ やってみよう！〜インプロゲームってな
各10:00〜12:00
んだろう？」
〔全3回〕
8/6㈫18:30〜20:00
⑰ セミの羽化を観察しよう
〔雨天の場合は8/7㈬〕
高校生先生と作る拡大投影機〜超大型巨
8/12㉁10:00〜12:00
⑱
人を投影せよ！〜
高校生先生の書道教室「うちわに筆で文
8/20㈫10:00〜11:30
⑲
字を書こう！」
⑮

⑳ 高校生先生の吹奏楽教室

8/21㈬10:00〜12:00

古ケ崎浄化施設
（駐車場あり）
青少年会館
専修大学松戸高校

松戸南高校
（駐車場あり）
松戸向陽高校
（駐車場あり）
小金高校

8/23㈮10:00〜10:50、 県立松戸高校
11:00〜11:50
（駐車場あり）
8/22㈭10:00〜12:00、
文化ホール
13:00〜15:00
8/23㈮10:00〜12:00、
文化ホール
13:00〜15:00
8/30〜11/1の㈮
キッズ☆ヒップホップダンス〔全11回〕
19:15〜20:15
青少年会館
※保護者の送迎必要。
※11/3㈷に発表会

な つ や す み ア ー ト ひ ろば
7月28日㈰

午前の部10時30分〜11時30分 発表会11時45分〜12時15分
午後の部13時45分〜14時45分 発表会15時〜15時30分
会場矢切公民館、まつど市民活動サポートセンター
対象小学生（付き添いの保護者と就学前の弟妹のための
体験ブースがあります） 費用1,000円
7月1日㈪10時から、NPO子どもっとまつど
ホームページの申し込みフォームで
申し込みフォーム
同NPO☎344−2272（月・水・金曜10時〜16時）

生きもの
セミナー
要申込

身近にいたよ
外来生物 2019

定員
（抽選）

費用

締切日

小 学 3年〜中 学 生 と 保 護
者

8組

無料

7/ 9㈫

20人

400円

7/ 9㈫

小学4年〜6年生
小・中学生

各20人 各500円

小 学 2年〜中 学 生 ※ 小
20人
学2・3年生は保護者同伴。

無料

7/ 9㈫

小・中学生

各20人

無料

7/11㈭

小・中学生

各20人

無料

20組

無料

小学生と保護者

7/11㈭
7/31㈬
7/11㈭

小学生

各20人 各1,000円 7/15㈷

小学生

各25人 各1,000円 7/15㈷

小学4年〜中学生

20人

415円

7/15㈷

小学生

15人

400円

7/15㈷

小・ 中学生 ※小学生は
各300円
各20組
保護者同伴。
（1組）

7/17㈬

小・中学生

無料

7/17㈬

2,000円

7/17㈬

1,300円

7/22㈪

30人

無料

7/22㈪

20組

無料

7/22㈪

30人

小 学 3年〜中 学 生 ※ 保
NPO松戸市カヌー
護 者 も 体 験 可（応 募 の 際 40人
協会
に氏名・性別を記入）
。
松戸ボランティア
小学3年〜中学生
20人
の会
同校演劇部

7/ 9㈫
7/31㈬

小学3年〜6年生

同校科学研究部

小学3年〜中学生

16人

500円

7/24㈬

同校書道部

小・中学生

15人

100円

7/29㈪

同校吹奏楽部

小学4年〜中学生
※楽器を演奏できる人。

10人

無料

7/29㈪

同校茶道部

小学生

リサイクル電気工
小学3・4年生
作クラブ
リサイクル電気工
小学5・6年生
作クラブ

各15人 各300円

7/29㈪

各15人 各500円

7/31㈬

各15人 各500円

8/ 5㈪

㈱ One play・KIN 全回参加できる小・中学
30人
氏
生

タイトル

内容

無料

8/ 5㈪

定員
(先着）

ドラムに挑戦！たたいて あこがれのドラムに挑戦してみませんか？なかなか
各16人
みよう
触れることのない楽器を試せる絶好の機会！

要申込

知ろう！ 学ぼう！
触れてみよう！

対象
（市内在住・在学）

新松戸市民センター他 高校講師・小野梢氏 小学生と保護者

高校生先生の茶道教室「茶席マナーを学
ぼう！」
楽しい電気工作教室〜乾電池の残量は？
オリジナル乾電池チェッカーを作ろう！〜
楽しい電気工作教室〜電気ってどうやって
できるの？ミニ発電機で電気を流せ！〜
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講師

ちば電子申請
サービス

自分の手形でアートしよ パステルやマーカーで、世界で一つだけのアートな
各20人
う
手形を描きこんでいこう！
チョークアートを体験し 黒板とオイルパステルで「ペンギン」を描きましょ
各30人
よう
う！ 下絵があるから絵が苦手な人でも安心。
大きい筆と大きい紙でダ 一人一人の個性を活 かした作品を大きな紙で制作。
各20人
イナミックな書道
枠にはまらない未体験の書道に触れてみましょう！
アイシングクッキーのよ 型抜きしたクレイを特別な溶剤などでデコレーショ
各20人
うなクレイ雑貨を作ろう ンしてオリジナルロゼット作ろう！

外来生物ってなんだろう？21世紀の森と広場内の生きものたちに触れながら、楽しく体験学習
しましょう。夏休みの自由研究のテーマにも最適！
日時7月24日㈬9時30分〜12時 会場同広場 内容生きもの学習会、生きもの発掘
調査 ※雨天の場合は変更あり。 対象小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）
定員先着30人 持ち物筆記用具、飲み物、帽子 費用無料
申し込みフォーム
7月1日㈪9時から、申し込みフォームまたは電話で環境政策課☎366−7089へ

●広報まつど

手賀沼をもっと知ろう！ 要申込

夏休み親子ごみツアー

手賀沼流域の水調べ・手賀沼船上見学会

（施設見学）要申込

7月27日㈯9時六実市民センター集合、15時30分解散予定 対象小学生
以上（小学生は保護者同伴） 定員先着20人 持ち物昼食、飲み物、着替
え等 費用無料
電話で環境保全課☎366−7337へ

夏

休 み ♪

8月①1日㈭②22日㈭各8時50分市役所地下玄関集合、
12時15分解散 コース市役所〜日暮クリーンセンター〜民間資源化施
設〜和名ケ谷クリーンセンター〜市役所 対象市内在住の小学3年生以
上と保護者（未就学児の同伴は不可） 定員各先着20人 ※参加者が各10
人未満の場合は中止。 費用無料
①7月16日㈫ ②8月5日㈪までに、電話で廃棄物対策課☎704−2010へ

親子で楽しむクッキング教室

〜野菜もりもり！ 朝食バッチリ〜 要申込

入門ビブリオバトル

時間10時〜13時
内容講話と調理実
習（ミートローフ、
スープ、デザート）
対象小学3年〜6年
象小学 年
年
生と保護者（2人1組） 定員各先着10組 持ち物エプロン、
、
三角巾、布巾2枚、手拭きタオル、筆記用具、飲み物
※参加者それぞれ必要。 費用無料
電話で各会場へ（9時〜17時）
日程
会場
電話番号
（いずれか1日）
7/29㈪、8/8㈭ 中央保健福祉センター
366−7489
7/30㈫、8/1㈭ 常盤平保健福祉センター 384−1333
7/31㈬、8/7㈬ 小金保健福祉センター
346−5601

子ども・本まつり
7月20日㈯〜8月31日㈯

要申込

各9時30分〜17時（月曜、7月31日㈬、8月13日㈫・
30日㈮を除く。ただし、8月12日㉁は開館）
会場子ども読書推進センター 費用無料
7月2日㈫から、電話で同センター☎331−0077へ

企画展示
かがくとともだち ! !『かがくのとも』50周年
見てトクする自由研究 他

日時

定員
（先着）

対象
幼児〜小学生

40人

紙芝居まつり

7/24㈬10:00〜15:00

幼児〜大人

なし

目が見えないってどんなこと？

7/25㈭14:00〜15:30

小学生と保護者

30人

まつどビブリオバトル（観覧）

7/27㈯10:30〜11:30

幼児〜大人

80人

読書感想文お助け隊！

8/ 1㈭ ①10:00〜11:30 ①小学1年〜3年生
各10人
②13:30〜15:00 ②小学4年〜6年生

※申し込み不要。

かえるのレターケースとかばくんの手人形を作ろう！ 8/ 2㈮10:00〜12:00

幼児〜小学3年生

30人

平和について考えよう

8/ 3㈯10:00〜11:30

小学生と保護者

50人

耳が聞こえないってどんなこと？

8/ 8㈭10:00〜11:30

小学生と保護者

30人

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/

◆①骨盤ヨガ②ボールDEリズム
① 7/1 ㈪・8 ㈪・15 ㈷・29 ㈪ 各
9 :30〜10 :30 ② 7 月 の 火 曜
13:30〜14:30 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 7/1 ㈪・8 ㈪・15 ㈷・29 ㈪ 各
10:00〜10:50 ② 7 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
① 7/1㈪・8 ㈪・29 ㈪ 各11:10〜
12:00 ② 7 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
同
着30人 費用1回500円
体育館☎331−1131
●ソフトバレーボール教室
7/7㈰9:00〜11:00 会場常盤
浅野☎090−4012
平体育館
−7686
●スポレク祭（新松戸地区）
ファミリースポーツ教室
7/7㈰9:00〜12:00 会 場 新松
宮 崎 ☎ 346−
戸西小学校
4327
●スポレク祭（五香松飛台地区）
グラウンド・ゴルフ大会
7/7㈰9:00〜12:00 会場松飛
台第二小学校 費用100円
明道☎090−9835−1187
●グラウンド・ゴルフ教室
7/7㈰9:00〜12:00 会場東漸
寺本堂裏広場（駐車場使用不可）
堀☎344−
定 員 先着50人

森のホール21
日程

開演
時間

チャ他
髙橋☎363−3064
●カローリング体験教室
7/21 ㈰ 9:00〜12:00 会 場 六
伊藤☎090
実市民センター
−8027−8076
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
7/21㈰ 9:00〜12:00 会 場 幸
谷小学校 定 員 先着50人
西原☎344−1025

今月の催し物
内容（★は有料）

☎384−5050

問い合わせ

ソ−ゴ−東京
☎03−3405−9999
Ro-Onチケット
米村でんじろう サイエンス ☎365−9960
ショー おもしろ科楽館 ★ （平日10時〜18時、㈯10
時〜14時）
プリキュアドリ−ムステ−
スター☆トゥインクルプリ ジ♪上演委員会（劇団飛
キュア ドリームステージ♪ 行船内）
☎044−930−1551
★
（㈪〜㈯10時〜17時）
龍岡
スワン容子バレエ教室 発表会
☎090−5753−3230
夢スター歌謡祭 春組対秋組 夢グループ
歌合戦 ★
☎0570−064−724
浅井
リンリーズ 定期演奏会 ★
☎090−1111−5825
フラウ・インターナショナル
KIM NAM GIL
☎06−4791−2400
ROAD SHOW 2019 ★ （平日10時〜18時）
キョ−ド−東京
ALICE AGAIN 2019−2020
☎0570−550−799
限りなき挑戦−OPEN GATE−
（平日11時〜18時、㈯ ㈰
★
㈷10時〜18時）
夢空間
歌之介改メ四代目 三遊亭圓
☎03−5785−0380
歌 襲名披露興行 2019 ★
（平日10時〜18時）
ヤマハエレクトーンフェス ㈱ヤマハミュージックジャ
ティバル2019ソロ演奏部門 パン
☎03−5488−5481
千葉地区ファイナル ★

4㈭ 18:30 遊助TOUR 2019 ★

13㈯

13:00
15:30

14㈰

10:30
14:00

15㈷ 16:30
17㈬ 18:00
21㈰ 16:30
24㈬ 18:30

27㈯ 16:30

28㈰ 13:00
小ホール

◆リンリーズ 定期演奏会
7/21㈰16:30
会 場 大 ホ ール 費 用 全 席 自 由
1,000円 ※小学生以上チケッ
ト必要 ※未就学児は親子室へ
ご案内（事前予約制）
◆松竹特別公演 蘭〜緒方洪庵
浪華の事件帳〜
8/31㈯11:00、15:30
会場大ホール 費用全席指定
7,000円 ※未就学児入場不可
◆野村萬斎 狂言の夕べ
10/17㈭18:30
会場小ホール 費用全席指定
5,500円 ※未就学児入場不可

※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

1735
●スポレク祭（新松戸地区）
グラウンド・ゴルフ教室
7/7㈰9:00〜13:00 会場新松
矢 野 ☎ 090−
戸中央公園
3107−0348
●軽スポーツ、グラウンド・ゴル
フ教室
7/20㈯9:00〜12:00 会場稔台
小学校 内容カローリング、ボッ

大ホール

◆男女共同参画週間記念講演会
「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！〜」
7/6㈯13:30
ゆうまつど☎364−8778
◆コカリナ演奏会 松戸コカリナ
サークル 森の音 10周年
7/7㈰13:30
山田☎384−4172
◆百雀会 松戸大会
7/13㈯11:00
春謡妙匠☎090−5404−9530
◆サークル・ピアチェーレ（久保
内百合子門下生の会）サマーコン

7月29日㈪13時30分〜15時30分 会場ゆうまつど 内容講演・実演・
ワークショップ 講師ビブリオバトル普及委員会 対象 小学生以上 定員
先着80人 費用無料
電話で図書館☎365−5115へ

7/20㈯14:00〜15:30

ル ー チ ェ

☎368−0070 ★は有料

子どもから大人まで楽しめる本の紹介コミュニケーションゲーム

おはなし音楽会＆ワークショップ

サート
7/18㈭14:00
☎368−1237 ★は有料
石川☎384−0597
休館日… 月曜（祝・休日の場合は開館
◆松戸市俳句大会
し、翌日休館）
7/19㈮12:30
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。
良知☎342−4661
◆東葛舞踊竹の会舞踊まつり
◆松戸童謡の会 童謡を歌う
7/7㈰10:30
（月例会） ★
同会・草野☎090−2143−1112
7/24㈬13:55
◆松戸フラフェスティバル
鈴木☎343−6631
7/15㈷13:30
◆Luce音楽院 アンサンブル
松戸フラ協会・戸張☎363−
コンサート
7078
7/27㈯12:00
◆石原詢子、
田川寿美コンサート★
石川☎394−4933
◆歌ひろば発表会
7/20㈯11:30、15:00
トモ・エンタープライズ☎048
7/28㈰13:00
上田☎090−2253−2429
−967−0221
◆社会を明るくする運動「講演会
森のホール21 チケットセンター
とコンサート」
☎384−3331
7/21㈰13:00
受付時間…10:00〜19:00
地域福祉課☎366−3019

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。

〜読書の楽しみを広げよう〜 要申込

講座

市民会館

市民劇場

2019（令和元）年7月1日

24㈬ 13:15
25㈭ 11:00

27㈯
土 岐能 子シャンソン教室発 スタジオTOKI事務局・根
14:00
28㈰
表会
本☎080−1242−2540

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。
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夏休み親子消費者教室 要申込
教室名

日時

講師

持ち物

親子で学ぶエネルギー！ 太陽電池を使っ
消費生活アドバ
7/23㈫
筆記用具、手拭き
イザー・ 吉村和
① たソーラーライト作り（子ども1人につき
10:00〜12:00
タオル
1個作成）
義氏
② ふんわり焼きたて！ 天然酵母でパン作り
③

7/25㈭
松戸市消費者の 筆記用具、エプロ
10:00〜13:00 会会員
ン、三角巾、布巾

冷熱実験・マイナス162℃の不思議な世 7/26㈮
京葉ガス社員
界を体験してみよう！
10:00〜12:00

筆記用具

まつどが誇る和スイーツの王様！もちも
7/30㈫
川 光 商 事 ㈱（玉 筆記用具、エプロ
④ ち白玉アレンジ料理〜「白」だけど白くな
10:00〜13:00 三白玉粉）
社員 ン、三角巾、布巾
いカラフル白玉、大根もち〜

青少年会館 子どもに関わる担い手育成事業
①第1回MATSUDO学生クイズ選手権 要申込
8月4日㈰14時〜16時30分

会場①③ゆうまつど②④京葉ガスF松戸第2ビル1階料理教室
対象小学3年〜6年生と保護者 定員（抽選）①③各15組（1組
3人まで）
②10組（1組3人まで）
④10組（1組2人まで）
費用①1個800円②1組900円③無料④1組200円
※①と③は一時保育あり（6カ月〜小学2年生、各先着6人、当選
後に要電話申し込み）
。 ※飲み物は各自で持参してください。
7月11日㈭〔必着〕
までに、往復はがき（1組1枚）
に希望教室
名・住所・参加者全員の氏名（ふりがな）
・子の年齢と学年・電
話番号を記入して、〒271−8588松戸市役所 消費生活課「夏
休み親子消費者教室」
係（☎366−7329）
へ
※1枚のはがきで複数教室可。抽選結果は7月12日㈮以降に
通知。定員に満たない場合は7月16日㈫から電話で受け付け。

家庭教育学級と青少年教室コラボ企画

ハーブ石けん作り教室
＆ 家庭教育Café
要申込

定員50人（抽選）

②作るのは君だ！ 小学生クイズ大会実行委員募集 要申込
8月中に打ち合わせ（1〜2回）
、8月23日㈮（前日準備）
内容8月24日㈯に開催予定の小学生向けクイズ大会の企画・運営・クイズの問題作成
定員15人（抽選） 講師CHIEの輪代表・阿部剛氏
共通 会場青少年会館 対象中学生〜35歳
（学生でなくても可、市内在
住・在勤・在学優先） 費用無料
①7月24日㈬ ②8月19日㈪〔必着〕までに、ちば電子申請サービス、
Eメールまたは往復はがきに 件名 ①クイズ選手権のみ②大会実行委員
ちば電子申請
募集のみ①②共に参加 本文 住所・氏名（ふりがな）
・性別・年齢・電話番
サービス
号を記入して、〒270−0035松戸市新松戸南2の2 青少年会館 mckozas@city.
matsudo.chiba.jp
（☎344−8556）
へ

〜土曜の午後 子どもはハーブ石けん作り、
親は子育てしゃべり場で〜
「子育てについて考えたいけど働いていて時間がない」
「子育てについて相談する人がいない」
。そんな子育ての悩
みについて話しませんか。その間にお子さんは、ハーブ石
けん作り教室で夏休みの思い出を作ります。
日時7月27日㈯13時30分〜15時30分 会場文化ホール
対象小学生と保護者 ※子どものみの参加不可。
定員先着15組 持ち物水筒、手拭きタオル 費用無料
電話で生涯学習推進課☎367−7810へ

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「基本操作とグラ
フ（体重等）
作り」
8/31㈯までの希望日の10時〜12時、
13時〜15時、15時〜17時、18時〜20
時 NPO快適IT空間・松戸教室（市民劇
場向かい） 各回先着1人 各2,000円
電話で同NPO・石井☎703−7284へ
●健康麻雀見学・体験会
7月の㈪㈬㈭㈮12時〜17時 健康麻
雀サークルひまわりの会事務所（JR新八
柱駅下車） 中級者以上 各1,200円
電話で同会・小林☎070−6436−3577
（昼間のみ）
へ
◆健康麻雀初心者入門
①7/1㈪・15㈷・22㈪・29㈪②7月の
㈬㈯③7月の㈭各13時〜15時 ①松飛
台②六実各市民センター③もとやま会
館（新京成五香駅下車） 各500円 電
話でNPOメーク・小金谷☎090−6187
−5060へ
●24式太極拳無料体験会
①7/1㈪・22㈪・29㈪ 各14時〜16時
②7/3㈬・17㈬・31㈬ 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
●健康体操体験（ストレッチ、リズム運
動等）
7月の㈬9時30分〜11時 常盤平体
育館 60歳以上 各500円 常盤平ト
キワクラブ・佐藤☎389−4160（18時
以降）
●健康体操体験会
7/3㈬・10㈬・17㈬・24㈬各13時20
分〜14時50分 古ケ崎市民センター
各先着10人 健康体操こがさき・和 食
☎090−8312−1470
●東部健康体操クラブ（ストレッチ、リ
ズム体操等）
7 月 の ㈭ 14 時〜15 時 30 分 東 部
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ス ポ ーツ パ ーク 体 育 館 先 着 10人
500円 電話で同クラブ・小澤☎392−
3055へ
●歌謡体操教室
7/6㈯・20㈯各9時〜10時 新松戸
市民センター 60歳以上の女性 各先
着5人 各500円 電話で同教室・小関
☎080−5718−2973へ
◆太極拳・気功無料体験会
7/6㈯10時〜11時45分 新松戸市民
センター 先着10人 電話で新松戸気
功太極拳サークル・松村☎070−3351−
3926へ
◆司法書士法律相談会
7・8月の ㈯（8/3・10を 除 く）
10時〜
15時 松戸商工会議所（松戸駅下車） 各
先着8人 電話でちば司法書士総合相談
センター☎043−204−8333へ
◆中国人女性留学生による中国語教室見
学会
7/6㈯・20㈯ 各13時15分〜15時45
分 五香市民センター 各先着2人 電
話で五香中国語会話教室・諏訪☎090−
9817−2314へ
◆朗読体験会
7/6㈯・13㈯・14㈰ 各 13時 30分〜
15時 家庭文庫ピッピ（新京成松戸新
田駅下車） 各先着5人 各500円 電
話で朗読の会ラズベリー・足立☎090−
1219−4562へ
● ゆ い の は な 音 楽 会 フ ァミ リ ーコ ン
サート
7/6㈯13時30分〜15時30分 さわ
やかちば県民プラザ（柏市） 先着350
人 まつどだっこんちぇると・駒木☎
080−7159−6505
●健康体操教室（ストレッチ等）
7月の㈯15時〜16時30分 運動公園
小体育室 各500円 電話で健友会・
佐々木☎090−4542−3258へ

●井の頭公園・玉川上水散策（約8km）
7/7㈰8時松戸駅東西連絡通路集合、
12時30分ごろ井の頭公園解散 飲み
物、弁当（自由） 400円（別途交通費）
当日集合場所で 松戸歩こう会・出原☎
386−5611（昼間のみ）
●サッカー無料体験会
7月の ㈰ 13時〜16時 六 実 小 学 校
5歳〜小 学 生 当 日 会 場 で 六 実
サッカークラブ・小巻☎090−8305−
0603
●健康体操ポルカ体験講習会
7/8㈪13時〜14時30分 新松戸市
民センター 50歳以上 先着10人
500円 電話でポルカ・ 河 野☎342−
6228へ
◆成年後見制度の個別相談会
7/8㈪13時〜16時 勤労会館 電話
でNPO東葛市民後見人の会松戸支部・
上野☎090−6156−0673へ
◆社交ダンスパーティー
①7/8㈪②7/15㈷③7/29㈪各13時
〜16時 リフレッシュプラザ柏（柏市）
①③各500円②1,000円 電話でケイ
＆シン・野沢☎090−9374−5258へ
◆相続・遺言・生前贈与セミナー
7/9㈫10時〜12時 市民会館 先着
40人 500円 電話でNPO老いじた
くあんしんねっと松戸支部・杉浦☎090
−9804−0830へ
◆税理士・行政書士・司法書士による
もしものための相続基礎知識講座
7/9㈫13時30分〜15時30分 市民
交流会館（すまいる） 先着10人 電話
でシニアあんしんサポートまつど・秋元
☎711−5583へ
●絹加工を本業として日本に定着した人
々の勢力〜古代の秦氏は手工業集団〜
7/9㈫ 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 田 ☎ 070− 6520−
2267へ
●あじさいフリーダンスパーティー
7/9㈫13時30分〜16時30分 新松
戸市民センター 500円 あじさい社
交ダンスサークル・芳 澤☎090−5812
−0895
●毎日の洗濯家事が楽になるには？
7/11㈭ 10時〜11時 30分 市 民 会
館 500円 電話で心スッキリ☆私に
あったお片づけを見つける会・山 﨑☎
090−2545−4746（昼間のみ）へ
●話すことが楽しくなる「見学体験」
〔全
2回〕
7/11 ㈭・25 ㈭ 各 18 時 15 分〜20 時
30分 市 民 会 館 500円 電 話 で 実
践話し方研究会・田中☎090−4374−
3931（昼間のみ）へ
●だれでもできる！やさしい詩吟教室
7/12㈮・19㈮各13時〜15時 常盤
平市民センター 電話で松鳳会・長谷川
☎090−3046−4991へ
◆原爆写真展と平和のつどい
7/13㈯10時〜16時 六実市民セン
ター 500円（18歳以下無料） 同実行
委員会・荒木☎080−1366−8984
◆緑あふれる千駄堀とヤマユリ香る芋
の作の森を巡る
7/14㈰10時新京成八柱駅集合、12時
30分解散 先着30人 200円 電話で
東葛しぜん観察会・草野☎344−8148へ
●初心者マジック教室〔全2回〕
7/14㈰・21㈰各13時〜16時 ゆう
まつど 2,000円 電話で松戸奇術会・
岩田☎388−2783へ
◆生涯現役ときわ会作品展・活動展
7/18㈭〜21㈰10時
（18日は13時から）
〜18時（21日は17時まで） パレット柏
（柏市） 同会・石 郷岡☎080−5078−
1160

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。
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今月の相談案内
相談名

日程

市政相談・一般民事相談

㈪〜㈮
第1㈪
第2・4・5 ㈪
第1〜4㈫ ㈭

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。
時間

会場

問い合わせ

相談名

2019（令和元）年7月1日

※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。
日程

時間

会場

問い合わせ

障がい者相談

8:30〜17:00★ 市役所本館2 階相談 一般民事相談専用
消費生活相談
㈪〜㈮
8:30〜16:00 消費生活センター☎365−6565
（広報広聴課
9:00〜12:00 コーナー
福祉まるごと相談
㈪〜㈮
8:30〜17:00 高齢者支援課☎366−1100
広聴担当室）
☎366−1162
法律相談（随時予約）
福祉なんでも相談
㈬、
第1
・4
㈮
社会福祉協議会
☎366−7319
（社福）
松戸市社会
13:00〜17:00 ( C i t y H a l l m a i n
※一般民事相談は 電話相談専用ダイヤル
第1㈫
10:00〜15:00 六実支所
福祉協議会
Bld. level2)
金銭・身の上・相続・ ㈬、第1・4㈮10:00〜
交通事故相談
㈪㈫ ㈭
9:00〜17:00★
小金原市民センター ☎368−1333
第1㈭
※最終受付は、
各相談 離 婚・家 庭 問 題 等 15:00☎368−1333
English／Chinese
1st・3rd Tue.
の終了時間のおおむね の簡単な法解釈を
総合福祉会館（2階）☎308−5028
基幹相談支援
8:30〜19:00
要する相談
Tagalog・Filipino
2nd・4th Tue.
9:00〜12:00 30分前
※訪問可
センターCoCo
366−1138
※法律相談は、
裁判中
㈪〜㈮
Spanish
2nd Tue.
ふれあい相談室
ふれあい22（3階） ☎388−6222・6225
や調停中の事件は相
9:00〜17:00
（予約優先）
※訪問可
388−6222
Vietnamese
4th Fri.
13:00〜16:00 談できません
障がいがある人や
障害者就業・生活支援センター
行政相談
第2・4 ㈪
13:00〜16:00 ※不動産・登記相談の
事業主からの就労相談
㈪〜㈮
9:00〜17:00
ビック・ハート松戸☎343−8855
予約は、
相談日の1カ月 行政書士相談事務
行政書士相談（予約制 ）
第2㈭
9:00〜12:00
（予約制 ）
前から前日の17時まで 局・初 見 ☎ 316−
障がい者虐待防止・障がい者差別相談セ
不動産相談（予約制 ）
第1〜5㈬
13:00〜17:00
1950（予約専用）
障がい者虐待防止・
※税務相談の予約は、
㈪〜㈮
8:30〜19:00 ンター（基幹相談支援センターCoCo内 ）
障がい者差別相談
税務相談（予約制 ）
第2㈮
13:00〜17:00 相談日の1カ月前から（㈪〜㈮ 9 時〜1 7
☎366−8376
366−1138
時）
登記相談（予約制 ）
第3 ㈮
13:00〜16:30 前々日の17時まで
高齢者・障がい者成年 ㈫ ㈮
（祝日の場
NPO成年後見センター
9:00〜17:00
しぐなるあいず☎702−7868
建築士会相談窓口 後見制度相談（予約制 ） 合は前日）
建築士相談（予約優先）
第2㈬
9:00〜12:00 市役所本館2階
☎362−8401
㈪㈭
商工振興課
相談コーナー
労働相談
17:00〜20:00 勤労会館
住宅リフォーム相談
第3㈬
10:00〜16:00
（第3㈭を除く）
☎711−6377
住宅政策課
マンション管理相談
経営相談（起業を含む）
松戸商工会議所
松戸商工会議所
第1㈬
9:00〜12:00 市役所新館6階会議室 ☎366−7366
㈪〜㈮
9:00〜17:00
（予約優先）
（予約制 ）
会館
☎364−3111
第 1〜4㈭
9:00〜12:00 行政経営課相談コーナー 行政経営課
若者の就労相談
松戸商工会議所
まつどサポステ
㈫〜㈯
9:30〜17:00
☎366−7311
（予約制 ）
別館
☎703−8301
第1㈫
六実支所
人権相談
法務局人権ダイヤル
（社福
）
松戸市社会福祉協議会
第1㈭
小金原市民センター ☎0570−003−
※人権相談は法務局松戸
65歳以上
（市役所本館1階 ）
☎365−4712
10:00〜15:00★
無料職業
110
支局でも行っています
㈪〜㈮
9:00〜17:00★
第1㈮
新松戸市民センター
紹介所
（㈪〜㈮8時30分
（社福 ）
松戸市社会福祉協議会
65歳未満
第2㈮
ふれあい22
〜17時15分）
（市役所本館3階 ）
☎366−0077
婦人・DV相談
㈪〜㈮
9:00〜17:00 子ども家庭相談課☎366−3955
松戸市自立相談支援センター
生活に困っている人の
㈪〜㈮
9:00〜17:00
（市役所本館3階 ）
☎366−0077
相談
家庭児童相談
㈪〜㈮
9:00〜17:00 子ども家庭相談課☎366−3941
ひとり親
（就労等）
相談
㈪〜㈮
9:00〜17:00★ 子育て支援課☎366−7347
就学・教育相談
（予約制）
㈪〜㈮
8:30〜17:00 教育研究所（予約専用）
☎366−7600
CMS☎394−5590
電話
青少年相談
㈫〜㈯
9:30〜17:00 常盤平児童福祉館☎384−7867
チェリッシュ・サポート・システム
来所予約制
☎308−5880
いじめ電話相談
㈪〜㈮
8:30〜19:00 ☎703−0602（本人・保護者対象）
子すずめ☎387−0124
8:30〜17:00
第1㈪
㈭
14:00〜20:00
あおば☎387−5456
女性対象
子育て相談
㈪〜㈮
ゆうまつど （予約制）
はなみずき☎710−8070
第2〜4 ㈪ ㈭ 10:00〜16:00 男女共同参画課（予約・相談専用 ）
こころの
☎363−0505
グレース☎382−6182
相談
男性対象
第1・3 ㈮
17:30〜20:30
風の丘☎375−8447
（電話相談 ）
8:30〜22:00
ドリーム☎070−3935−1230
まつど女性就労・両立支援
㈫㈬㈭
男女共同参画課
10:00〜15:00 ゆうまつど（2 階）
相談（第2㈭は起業相談も）（月末日を除く）
☎364−8778
松戸市消防救急相談
毎日
24時間
消防局☎363−1119
子育て支援センター

◆久保内百合子門下生の会サークル
「ピ
アチェーレ」サマーコンサート
7/18㈭14時〜16時 市民劇場 先
着 320人 同 サ ーク ル・徳 田 ☎ 362−
0051
◆ともしび読書会
7/18㈭14時〜16時 ゆうまつど
テキスト『雪 沼とその周辺』堀江敏幸著
200円 電 話 で 同 会・日 巻 ☎ 090−
3205−2857へ
◆夏休み企画 ! ! 伝統文化こども生け花
教室
①7/20㈯ ②8/3㈯ ③8/31㈯ 各14時
〜15時 ① 八 柱 ② ③ 稔 台 各 市 民 セ ン
ター ①②生け花③ハーバリウム作り
幼児〜高校生（保護者参加可） 1人各
2,000円 電 話 で 華 道育成会・藤 平☎
090−2909−6159へ
◆落語会（春風亭昇也・神田鯉栄）
7/20㈯17時〜19時 常真寺（大谷口
18） 先着60人 1,000円 当日会場
で 同寺☎342−1616
●松戸まつり新曲講習会
7/21㈰ 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）
◆ユニセフ夏休み外国コイン仕分けボラ
ンティア
7/22㈪10時〜12時 コーププラザ
（小学
東葛
（馬橋駅下車） 小学4年生以上
生は保護者同伴） 先着20人 軍手 電
話で千葉県ユニセフ協会☎043−226−
3171へ
◆反核平和の火リレー（矢切駅〜市役所
〜南流山）
7/23㈫8時北総線矢切駅集合、12時
現地解散 電話で同リレー松戸地区実
行委員会・飯沼☎365−0077へ
◆障害年金無料個別相談会
第4㈫13時30分〜16時30分 松戸
商工会議所（松戸駅下車） 各先着10人
NPOみんなでサポートちば☎070−
1541−7661
●松戸市パークゴルフ大会
7/27㈯ 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 1,700円
（会員1,600円） 電話で松戸市パークゴ
ルフ協会・桜井☎090−2409−4671へ
◆聖徳大学「 SEITOKU夏期保育大学」
7/27㈯10時30分〜16時15分 同大
学（松戸駅下車） 先着600人 5,000
円（同大学卒業生4,000円） 同大学生涯
学習課☎365−3601
●市民ハゼ釣り大会
①7/27㈯13時30分〜14時30分（事
前説明会）②7/28㈰9時〜15時（大会）
①市民会館②旧中川ふれあい橋付近
先着20人 700円（小学生以下500
円） ※道具の貸し出しあり 電話で
松戸釣りクラブ・青山☎080−3388−
4590へ
◆愛犬との楽しい暮らし方セミナー
7/28㈰10時〜12時45分 明市民セ
ンター 先着20人 500円 7/27㈯ま
でに、電話でチームOnly Wan にゃん・
堀井☎04−7166−1652へ
◆サマーイベント（講談・落語）
7/28㈰ 14時〜16時 け や き プ ラ
ザ2階ふれあいホール（我孫子市）出演
神田紅、春雨や雷蔵 先着551人 同イ
ベント事務局☎04−7165−2883
◆夏休み中学生・高校生模擬裁判
7/31㈬ 10時〜16時（9時30分集合）
千葉地方裁判所松戸支部 刑事裁判
の説明、模擬裁判と講評 先着20人
7/4㈭9時から、電話で千葉県弁護士会
松戸支部☎366−1211へ
●硬式テニス教室①④⑤ジュニア②③
初心者⑥親子
①8月〜11月の㈪㈮㈯いずれか②8月
〜10月の㈫③8月〜10月の㈮④8月〜
10月の㈬⑤⑥8〜10月の㈭ ①金ケ作
②③⑤⑥栗ケ沢④中央各公園庭球場
①5歳 〜小学生（㈯のみ中学生可）②③
中学生以上④⑤5歳〜小学生⑥4・5歳児
と保護者 各先着①60人②③各30人④
40人⑤10人⑥6組 ①②③各10,000円
④⑤各7,500円⑥1回700円 7/15㈷
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）
◆モーター工作教室「手回し発電の横二
輪車をつくろう」
①8/6㈫②8/20㈫③8/22㈭各13時〜
16時 ①新松戸未来館②③マブチモー
（抽選） 同社ホーム
ター㈱本社 各24人
ページで 同社広報IR室☎710−1211
◆親子で工作教室「すてきなトートバッ
グを作ろう！」
8/24㈯9時〜10時30分 ケヤキッズ
保育園（旧古ケ崎南小学校敷地内） 3

●J H D卓球クラブ
㈪㈬11時〜13時 小金原体育館
50歳〜70歳（経験者希望） 先着8人
月750円 1,000円 金井☎341−
2280
●健康体操コスモス（ストレッチ、リズ
ム体操）
㈫9時20分〜10時50分 和名ケ谷
スポーツセンター 60歳以上の女性
月2,500円 1,000円 原☎710−
3540
●ウイングス（バドミントン）
㈬㈮9時〜13時 常盤平体育館 女
性 月2,000円 秋本☎090−2623
−5353
●健康体操さざんか（ストレッチ、リズ
ム体操）
㈬9時20分〜10時50分 小金原体
育館 50歳以上の女性 月2,000円
1,000円 加藤☎342−8095
●松戸太極拳倶楽部
㈯14時〜17時 勤労会館 先着5
人 月 3,500円 3,000円 菊 岡 ☎
342−3491
●小金南体操クラブ
㈫ 15時〜16時 30分 小 金 市 民 セ
ン タ ー 50歳 以 上 先 着 30人 月
1,600円 1,000円 中 川 ☎ 080−
1121−4677

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。

歳以上の子と保護者 先着25組 はさ
み、カッターナイフ、汚れてもよい服装
500円程度 電話で同園・水 間☎703−
8805へ
●松戸市ソフトテニス連盟の催し
①夏季大会②小学生大会
8/25㈰8時10分受け付け 栗ケ沢公
園庭球場 詳細は同連盟ホームページで
1チーム①3,000円（中学生2,000円）
②1,500円 7/31㈬までに、所定の振
込用紙で 同連盟・藤井☎090−4014
−9753

●サ−クルあすなろ（健康体操）
㈬ 19時〜20時 30分 中 部 小 学 校
60歳〜75歳 先着5人 月2,500
円 1,000円 新 山☎090−7826−
5494
●松戸太極拳楽会（気功・太極拳）
㈰7時15分〜8時15分 八ケ崎公園
箕浦☎090−4362−5848
●Arch
（バスケットボール）
㈬15時〜17時、 ㈮19時〜21時
市内体育館他 高校生以上の女性 月
1,000円 赤坂☎315−5967
●馬橋東ペン習字サークル
第2・4㈪9時〜11時 馬橋東市民セ
ンター 月2,100円 1,000円 賀澤
☎365−8048（17時〜20時のみ）
●明ペン習字サークル
第 2・3・4㈫ 13時〜15時 明 市 民
センター 月2,500円 1,000円 渡
辺☎363−9681（昼間のみ）
●ハーモニカ ブルースカイ
㈮ 13時〜16時 新 松 戸 市 民 セ ン
タ ー 月 3,500円 500円 良 知 ☎
342−4661（昼間のみ）
◆伝統工芸つまみ細工
第2・4㈫10時〜12時 常盤平市民
セ ン タ ー 月 500円 蜷 川 ☎ 388−
7365

広報広聴課（広報担当）☎366−7320
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市の公式ホームページ

人口と世帯 〔2019（ 令和元）年6月1日現在〕

右のQRコードを読み取るこ
とでアクセスできます。

2019.7.1

（令和元年）

人口 492,324人

パソコン・スマートフォン版

モバイル版

〔

〕内は前月比

〔

257 〕

男

244,346人〔

113 〕

世帯 228,840世帯 〔

338 〕

女

247,978人〔

144 〕

※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・北翔海莉さん出演舞台

097

松竹特別公演

『蘭～緒方洪庵 浪華の事件帳～』
お

聖火リレーようこそ！松戸の道へ
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会（東
京2020大会 ）がいよいよ１年後に迫りました。先月、
東京2020オリンピック聖火リレーの県内ルートが公
表され、千葉県通過期間の最終日である来年7月4日㈯
の最終区間が松戸駅周辺となること、さらに県内最終
となるオリンピック聖火ランナーが走り終える地点と
して「松戸中央公園 」が聖火の到着を祝う式典会場にな
ることが公表されました。聖火リレーと聖火の到着を
祝う式典は、日本国内にとどまらず世界各国からの注
目を集める大きなイベントです。松戸市がそのルート
に選ばれたことを大変光栄に思っています。当日は多
くの市民の皆さんに参加していただき、記憶に残る、そ
して東京大会への期待が高まるイベントとなるよう、み
んなで聖火をお迎えしたいと思います。
東京2020大会出場を目指し、松戸市出身・ゆかり
の選手が活躍しています。レスリング女子76キロ級
で皆 川博 恵選手が世界選手権代表に決定し、女子50
キロ級では須 﨑優 衣選手が世界選手権出場を懸けて
7月6日㈯の代表選考会に臨みます。二人が世界選手
権でメダルを獲得すれば、東京2020大会代表に決
定 し ま す。 男 子 走 り 高 跳 び で は、 戸 邉 直 人 選 手 が
2019IAAFダイヤモンドリーグで日本人初の準優勝に
輝きました。東京2020パラリンピックで金メダル獲得
が期待されるウィルチェアーラグビー（車いすラグビー）
では、日本代表の羽 賀理 之選手が2大会連続出場を目
指しています。この他にもたくさんいる松戸市出身・
ゆかりの選手が東京2020大会に出場できるよう、み
んなで応援しましょう。
東京2020組織委員会では「たばこのないオリンピッ
ク・パラリンピック」として、大会期間中、競技会場敷地
内を完全禁煙とする方針を発表しています。2018年7
月には健康増進法の一部を改正する法律が成立し、
「望
まない受動喫煙 」はマナーからルールに変わりました。
これに伴い、市では「松戸市受動喫煙防止対策指針 」を
策定しました。市内公共施設の建物内は2004年4月か
ら禁煙となっていますが、7月1日からは敷地内も全面
禁煙（一部を除く）としました。また、禁煙を希望する
喫煙者の支援や、喫煙者のマナー向上を引き続き推進
し、2020年4月までには、市内飲食店の店舗出入口に
「喫煙可 」もしくは「禁煙 」と分かるステッカーを掲示し
ていただくなど、
「望まない受動喫煙」を防止するための
取り組みを進めていきます。ご理解とご協力をお願い
ほ ん ご う や け ん じ
します。
みながわ ひ ろ え

す さ き
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まさゆき

松戸市長

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）。
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市民20組40人を無料招待します！ 要申込
8月31日㈯15時30分～18時30分（15時開場 ） 会場森のホール21
大ホール 出演者北翔海莉、藤山扇治郎、石倉三郎、久本雅美他
対象市内在住の中学・高校生と保護者（2人1組 ） 定員20組（抽選 ）
7月12日㈮〔消印有効 〕までに、はがきに住所・2人の氏名・電話番
号・知っている市内の観光スポットを記入して、〒271－8588松戸
市役所 文化観光国際課（☎366－7327）へ ※当選者の発表は、チ
ケットの発送をもって代えさせていただきます。

新松戸まつり ～笑顔いっぱい 新松戸～

問同まつり実行委員会広報部☎090－3205－7983

7月13日㈯・14日㈰ 各10時30分～20時

長年にわたって住民が作り上げてきた手づくりのお
まつりです。新松戸のキャラクター「ハッピー君 」と
「ラッキーちゃん」
を先頭に、子どもたちのみこしパレー
ドなど数多くのプログラムを用意しています。
会場 けやき通り（交通規制あり）
、新松戸市民センター、
新松戸中央公園、支所前通り
内容鳴子おどり、花笠おどり、サンバパレード、助六流太鼓、子どもみこし、フラメンコ、
ジャズダンス、ミニSL他

秋採りえだまめオーナー募集

要申込
や ぐ ち

収穫時期10月ごろ（天候等により変わる場合があります） 会場①高橋農園（旭町）②谷口農
園（平賀 ） 品種（予定）①ゆかた娘②湯あがり娘 定員各50区画（申し込み多数の場合は希
望どおりの区画数にならないことがあります） 費用1区画（約12m)3,000円
7月13日㈯〔必着 〕までに、はがきに農園名・希望区画数・住所・氏名（ふり
がな）
・電話番号を記入して、〒271－8588松戸市役所 松戸市都市農業振
興協議会えだまめ係（農政課内☎366－7328）
へ
※8月上旬ごろに案内書を送付します。

畑婚

収穫体験ツアー 参加者募集 要申込

7月28日㈰9時15分市役所駐車場入口前集合、15時解散
内容市内の畑でブルーベリーを収穫・料理して、食事会でフリートーク
対象25歳から43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
7月16日㈫までに、FAXまたはEメールに件名「畑婚第2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

ドミニカ共和国 × 松戸市 ×ルーマニア

よしむら い

お り
芳村伊織
ちゃん

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。

松戸市と「事前キャンプ実施等に関する覚書 」
を
取り交わしているオリンピック競技

ドミニカ共和国
ソフトボール
バレーボール
テコンドー

ルーマニア
陸上競技
卓球
水泳 レスリング
フェンシング

2015（平成27）年度から始まった両国と
の交流内容の詳細は、市ホームページをご覧
ください。市では、両国と松戸ゆかりの選手
が一人でも多く東京2020大会に出場できる
よう応援しています。

市ホームページ

ほ

夏帆ちゃん

みのる

穂 ちゃん

2018（平成30）年8月生

2018（平成30）年8月生

2019（平成31）年3月生

よく笑うようになって賑やかに
なりました！これからもどんど
ん大きくなってね！

我が家に来てくれてありがとう！
これからお姉ちゃんと仲良く、す
くすく大きくなっていってね！

すくすく育ちますように♪

にぎ

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

12

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

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。

