
観光梨園が
オープン

　市内の梨園で、甘くてみずみずしい梨がたわわに実りました。
　人気の「幸水」「豊水」の他、極めて大きく気品のある香りが
特徴の「かおり」、甘みが強い「あきづき」、酸味が少なく甘い上
にひときわ大きい「新高」など、人気の品種が収穫されます。
　梨園によって品種が違います。各園を巡って食べ比べてみま
せんか？

問	松戸市観光梨園組合連合会事務局
 〔（一社）松戸市観光協会内〕　 
　 ☎703－1100

食べ頃 品種 特徴

8月上旬 幸
こ う す い

水 酸味がなく甘い。最初に出回る大人気の品種。

9月上旬
豊
ほ う す い

水 こくのある甘み。「幸水」と並び二大人気の品種。

二
に じ っ せ い き

十世紀
松戸市原産の青梨。さわやかな酸味があり、
上品で独特な風味。

10月上旬

かおり 極めて大きく、気品のある香りが特徴。

あきづき 「新高×豊水 」と「幸水 」を掛け合わせてできた
サラブレッド。甘みが強い。

新
に い た か

高 長い期間収穫できる、甘くて大きな品種。

市内梨園のパンフレットを配布中
配布場所とうかつ中央農業協同組合各支店、
松戸観光案内所、市役所、各支所など

開園期間 8月上旬～10月上旬   もぎとり標準価格 1kg当たり650円   入園料 無料

みんなで行こう！まつど     梨
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いろいろあるよ！梨の品種

100円引きクーポン券付き！

　他にも菊
きくすい

水、新
しんせい

星、新
しんこう

興など、たくさんの品種を作っ
ています。気象状況などにより収穫時期が前後するこ
とがありますので、詳細は各園にお問い合わせください。

同連合会
ホームページ
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●市職員を募集します
●松戸宿坂川献

け ん と う

灯まつり
●ジブリの思い出がいっぱいドリームコンサート
●お盆期間中の救急医療体制
●松戸市魅力発信番組が放送開始



　現在の明市民センターは、10月31日㈭をもって閉館し
ます（11月1日㈮から12日㈫まで移転準備のため、利用で
きません）。
　新しい施設には、現在の機能に加えてエレベーターや授
乳室などが備わり、バリアフリーに対応します。

移転後の明市民センター
開館日11月13日㈬
所在地上本郷3018の1
（新京成上本郷駅下車徒歩6分）

7月21日執行　参議院議員通常選挙

（改選数3人）問市選挙管理委員会事務局☎366－7386
千葉県選出議員選挙の結果

明市民センター移転のお知らせ
問市民自治課☎366－7318

届出
番号

区
分 候補者氏名 党派名 得票数

松戸市 千葉県
1 当 石井　準一 自由民主党 51,213票 698,993票
2 当 長浜　ひろゆき 立憲民主党 52,073票 661,224票
3 当 豊田　としろう 自由民主党 30,840票 436,182票
4 かどた　正則 安楽死制度を考える会 3,321票 42,643票
5 浅野　ふみ子 日本共産党 30,874票 359,854票
6 平塚　正幸 NHKから国民を守る党 7,126票 89,941票

当日有権者数
（松戸市）

投票者数
（松戸市）    

投票率
松戸市 千葉県

男 204,437人   91,193人 44.61％ 45.72％
女 207,626人   91,466人 44.05％ 44.85％
計 412,063人 182,659人 44.33％ 45.28％

8月31日㈯14時～15時30分（13時30分開場）　会場同オフィス
内容重要な資本となる健康的なからだのつくり方など　
講師㈱b

ビ ィ

-i代表取締役・小林亨
きょう

氏　定員先着20人　費用無料
Eメールまたはホームページで同オフィス offi  ce@matsudo-startup.jp、
https://matsudo-startup.jp/（☎382－6087）へ
問商工振興課企業立地担当室☎711－6377

オリジナルメソッドでオリジナルメソッドで時代の先をいく時代の先をいく
～経営に変化をもたらす健

け ん び

美の要「骨盤」の話～

松戸スタートアップオフィス起業・創業セミナー

同オフィス
ホームページ

小林亨氏小林亨氏

9月21日㈯13時～15時30分（12時30分開場）　会場市民会館
講師子どものSOSソングライター・悠

ゆ う ゆ う

々ホルン氏　対象主に小・中学生の保護者　
費用無料　※一時預かりあり（6カ月～小学2年生、先着8人、要申込）。
EメールまたはFAXに代表者の氏名・電話番号と参加人数を記入して、子どもわかもの課
少年センター ekowaka@city.matsudo.chiba.jp、 366－7473（☎366－7464）へ

青少年健全育成講演会＆こどもの未来応援講演会

受験案内書配布8月15日㈭まで、直接人事課（土・
日曜、祝・休日を除く）または市ホームページで
試験日9月22日㈰
試験会場流通経済大学新松戸キャンパス（JR新
松戸駅下車）他
受験資格❶1960（昭和35）年4月2日～1989（平
成元）年4月1日生まれの人
❷1969（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●精神保健及
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
❸1991（平成３）年4月2日以降に生まれた人
❹1993（平成５）年4月2日以降に生まれた人
❺1989（平成元）年4月2日以降に生まれた人
❻1995（平成７）年4月2日以降に生まれた人
 8月15日㈭〔消印有効〕までに、郵送で

市職員を募集します市職員を募集します
問人事課☎366－7306

※「民間企業等」には、会社員・自営業者・公務員・青年海外協力隊などが該当します。　※民間企業等職務経験者採用試験の教養試験
は、事前の公務員試験対策を必要としない内容です。　※詳細は受験案内書をご覧ください。

● カーブミラー・ガードレールなどの破損や、道路の陥没を発見した場合はご連絡ください
● 道路上空に突出している日よけや看板は、道路占用の申請と許可が必要です
● 道路上に無許可で看板・のぼり旗・商品などを置くことは禁止されています。「段差の
　乗り上げブロック」や「鉢植え」なども置かないでください
● 道路にはみ出している植栽などは剪

せ ん て い

定してください
問 市道について建設総務課☎366－7357、道路維持課☎366－7358　
 県道について東葛飾土木事務所管理課☎364－5138

道路はみんなの財産です　正しく大切に使いましょう
8月は道路ふれあい月間

試験区分 募集人数 受験資格 その他の受験資格

行政職

民間企業等
職務経験者

事務職 5人程度

❶

民間企業等での職務経験が、2019（令和元）年7月31日現在で直近7年中5年以
上ある人
●技術職は各試験区分に対応する設計・施工管理に関する職務経験が直近7年中
　5年以上ある人
●社会福祉士は資格免許に関する職務経験が直近7年中5年以上ある人

技術職（土木） 5人程度
技術職（建築） 若干名
社会福祉士 3人程度

保育士 5人程度 ❶
保育士登録を受けている人または2020（令和2）年3月末までに登録を受ける見
込みの人で、保育士資格または幼稚園教諭の資格免許状取得後に、その資格免許
に関する職務経験が2019（令和元）年7月31日現在で直近10年中3年以上ある
人

障害者　
上級事務職

5人程度
❷ 大学を卒業または2019（令和元）年度卒業見込みの人

初級事務職 ❷ 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

初級事務職 若干名 ❸ 短期大学もしくは高等専門学校を卒業または2019（令和元）年度卒業見込みの
人

❹ 高等学校を卒業または2019（令和元）年度卒業見込みの人

保育士 15人程度 ❺ 保育士登録を受けているまたは2020（令和2）年3月末までに登録を受ける見込
みの人

保健師（民間企業等職務経験者） 3人程度 ❶ 保健師の資格に関する職務経験が、2019（令和元）年7月31日現在で直近10年
中3年以上ある人

栄養士（民間企業等職務経験者） 3人程度 ❶ 栄養士の資格に関する職務経験が、2019（令和元）年7月31日現在で直近10年
中3年以上ある人

栄養士 ❺ 栄養士の資格を有するまたは2020（令和2）年3月末までに取得見込みの人
歯科衛生士
（民間企業等職務経験者） 1人程度 ❶ 歯科衛生士の資格に関する職務経験が、2019（令和元）年7月31日現在で直近

10年中3年以上ある人
歯科衛生士 ❺ 歯科衛生士の資格を有するまたは2020（令和2）年3月末までに取得見込みの人

消防職
上級

15人程度
❹ 大学を卒業または2019（令和元）年度卒業見込みの人

初級 ❻ 短期大学もしくは高等専門学校を卒業または2019（令和元）年度卒業見込みの人
❻ 高等学校を卒業または2019（令和元）年度卒業見込みの人

受験案内書配布9月6日㈮まで、同センターホームページで
試験日9月22日㈰　試験会場同センター
 9月6日㈮〔消印有効〕までに、郵送で　※詳細は受験案内書をご覧ください。

総合医療センター
医療事務職員を募集します

問同センター総務課
　☎712－0715

試験区分 募集人数 受験資格 その他の受験資格

民間企業等
職務経験者 行政職

医療事務 若干名 1989（平成元）年4月2日以降に生まれ、大学を卒業した人 医療事務に関する職務経験が、2019（令和元）年7月31日現在で3年以
上ある人

医療事務
（診療情報管理士） 若干名

1964（昭和39）年4月2日以降に生まれ、大学、短期大学、
学校教育法による高等専門学校・専門課程を置く専修学校
（専門学校）を卒業した人

診療情報管理士の登録を受けていて、その資格に関する職務経験が2019
（令和元）年7月31日現在で1年以上ある人

上記以外 行政職
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
医療事務
（診療情報管理士） 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
診療情報管理士の登録を受けているまたは2020（令和2）年3月末までに
登録を受ける見込みの人

「「たすけてたすけて」」を言えないを言えない僕たちの僕たちのSOSSOS
 ～子どもの想いを大人に伝えたい～ ～子どもの想いを大人に伝えたい～ 要申込

おもおも

新京成
線

ドラッグストア

風早神社前

松戸新田
駅

移転後の
明市民センター

上本郷
駅

現在の明市民センター

悠々ホルン氏

2

●広報まつど　2019（令和元）年8月1日

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。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

原爆が投下された日・終戦記念日には
慰霊と平和の祈念をお願いします
　1945（昭和20）年8月6日8時15分に
広島で、8月9日11時2分に長崎で、原子
爆弾が投下されました。そして、8月15
日の終戦から今年で74年になります。
戦争により亡くなられた方のご冥福と
世界の平和を祈り、8月6日㈫・9日㈮の
原爆投下時刻と、8月15日㈭12時に、各
職場や家庭などで1分間の黙とうをお願
いします 総務課☎366－7305

クリーンセンター内スポーツ施設は、
2020（令和2）年4月1日予約分から使
用料納付の際に本人確認を行います
　身分証明書（運転免許証・健康保険証
など）を持参してください クリーンセン
ター施設係☎385－7100

熱中症予防のため、公共施設を「涼
す ず

み
処
どころ

」としてご利用ください
期間 9/30㈪まで時間各施設の開館時間
と同じ 各市民センター、各老人福祉セ
ンター、総合福祉会館、シニア交流セン
ター 高齢者支援課☎366－7346

各障害児（者）手当の現況届などを提出
してください
　特別児童扶養手当の所得状況届、特別
障害者手当・障害児福祉手当・経過的福
祉手当の現況届の用紙を8月上旬に送付
します。提出がないと8月分以降の手当を
受給できない場合があります 提出期間
8/13㈫～9/11㈬（㈯㈰を除
く）提出先障害福祉課　※詳
細は市ホームページをご覧く
ださい 障害福祉課☎366
－7348、 366－7613

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 9/30㈪ 縦覧場所
商工振興課対象店舗 ケーズデンキ松戸
八柱店 同課☎711－6377

全国家計構造調査にご協力をお願いします
　8月上旬から「調査員証」を携帯した調
査員が各家庭を訪問します 調査対象地域
中矢切、下矢切、松戸新田、秋山、高塚
新田、秋山1丁目、常盤平陣屋前、千駄
堀、小金原2・5丁目、新松戸2・3丁目の
一部 総務課統計担当☎366－8056

矢切の里文学祭～伊藤左千夫『野菊の
墓』～「初恋短歌大会」短歌募集
応募作品 初恋をテーマにした未発表短
歌（1人2首まで）部門①一般②小学～高
校生 ①1首500円（申込時に郵便為替
または現金書留で）投稿用紙配布（一社）
松戸市観光協会ホームページで 9/2
㈪〔消印有効〕までに、投稿用紙に作品・
氏名・住所・電話番号・性別・年齢（学生
は学校名・学年）を記入して、〒271－
0091松戸市本町7の3　（一社）松戸市観
光協会「初恋短歌」係（☎703－1100）へ

市職員（約5千人）の給与明細書に掲載
する広告募集
募集期間 8/30㈮まで 掲載期間 12月～
2020（令和2）年5月（計7回）寸法1枠68
mm×179mm以内色 2色刷り募集枠数
3枠 広告掲載料 1枠12万円以上（消費税
を含む。版代・印刷費用は市が負担）
※申込書・広告掲載基準などは人事課で
配布する他、市ホームページでダウン
ロード可 同課☎366－7306

千葉県統計グラフコンクール作品募集
課題自由規格B2判またはパソコンで作
成した統計グラフ 小学生以上 県総合
企画部統計課企画情報班☎043－223
－2213、市総務課統計担当☎366－
8056

航空学生（①海上自衛隊②航空自衛隊）
③一般曹候補生④自衛官候補生募集
応募資格 ①18歳～22歳②18歳～20歳
③④18歳～32歳 受付期間 ①②③9/6㈮
まで④通年 自衛隊千葉地方協力本部
柏募集案内所☎04－7163－6884

8月の松戸競輪開催日程
本場開催 8/15㈭～18㈰（FⅠナイター）
場外開催 8/1㈭～4㈰西武園記念（GⅢ）、
8/7㈬～9㈮和歌山（FⅠ）、8/9㈮～12㉁
川崎（GⅢナイター）、8/10㈯～12㉁熊本
（FⅠ）、8/14㈬～18㈰名古屋（オールス
ター競輪GⅠ）、8/24㈯～27㈫小田原記
念（GⅢ）、8/28㈬～30㈮伊東（FⅠ）、
8/29㈭～9/1㈰富山記念（GⅢ） 公営
競技事務所☎362－2181

講座・講演・催し

市民会館プラネタリウム室（NAOKO 
SPACE PLANETARIUM）8月の番組
①一般投影「ふたたび月へ」②キッズ＆
ジュニアアワー「こと座のおはなし」
8月の㈬㈭㈯㈰㈷㉁①10時30分（文

字解説付き）、15時30分（各40分。㈬㈭
は午後のみ）②13時30分、14時30分（各
20分） 各先着80人 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
（☎368－1237）で受け付け

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ」
8/1㈭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
8/3㈯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

保育d
で

e就職！＠千葉 保育のしごと就職
フェスタ
8/4㈰12時～15時 聖徳大学・聖徳

大学短期大学部（松戸駅下車） 保育所
（園）や児童福祉施設などの採用担当者と
の個別面談等 （社福）千葉県社会福祉協
議会千葉県福祉人材センター☎043－
222－2668

認知症の人がスタッフとして働く「プラ
チナカフェ」開催
8/8㈭13時～16時 カフェ・シャコン
ヌ（八ケ崎7の45の3） 500円 高齢者
支援課☎366－7343、同カフェ☎340
－3421

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）
8/15㈭10時～10時30分 広田公園

（西馬橋広手町9） 先着100人 市民安
全課☎366－7285

住宅リフォーム①相談②市民講座
8/10㈯①10時～13時、14時～16時

②13時～14時 古ケ崎市民センター
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」
8/14㈬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

㈱セブン-イレブン・ジャパン「シニア
お仕事説明会」
　市と協定を結び、高齢者の見守りの
推進や雇用促進などを行う㈱セブン-イ
レブン・ジャパンが、同店で行うレジ接
客などの仕事説明会を開催します ①
8/16㈮②8/19㈪各14時～15時30分
①馬橋②六実各市民センター おお

むね60歳以上 各先着30人 電話で
高齢者支援課☎366－7346へ

松戸市高校生英語スピーチコンテスト
（姉妹都市友好事業）
8/17㈯13時から 市民劇場 （公財）

松戸市国際交流協会☎366－7310

福祉のしごと就職フェアinちば
8/17㈯13時～16時 京成ホテル

ミラマーレローズルーム（千葉市） 就
職面談 （社福）千葉県社会福祉協議会
千葉県福祉人材センター☎043－222
－1294

まつど市民活動サポートセンターの催し
①広報宣伝力UPシリーズ「パッと目を
ひく、ちらし・ポスターのデザイン」②市
民活動助成事業サポート講座「助成金を
活用して活動をステップアップするコツ」
①8/18㈰10時～12時②9/8㈰13時

30分～16時30分 同センター 同セン
ター長 先着①15人②30人 電話また
はEメールで同センター☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-sc.comへ

市長室ギャラリーを公開します
　松戸美術会、松戸市書道展運営委員
会、松戸華道協会の協力により、市長室
に展示している市民の皆さんの絵画、書
道作品、生け花を公開します 8/20㈫
12時～15時 市役所新館5階市長室
秘書課☎366－7303

シティー・ミニコンサート～早秋の香り。
ヴィオラとギターの響

ひびき

にのせて～
8/21㈬12時15分～12時45分（11

時30分開場） 市議会議場曲目『アルペ
ジョーネソナタ』イ短調D821より第2・3
楽章（シューベルト）、『タンゴの歴史』より
C
カ フ ェ

afé1930・N
ナ イ ト ク ラ ブ

ightclub1960（ピアソラ）
他演奏者加藤大輔（ヴィオラ）、尾尻雅弘
（ギター） 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）

さわやかヨガ教室
8/22㈭・29㈭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

玉
ぎょくさい

斎絵手紙教室
8/23㈮10時～12時 五香市民セン

ター 先着10人 1,500円 電話で同
センター☎386－8300へ

真夏のジャズライブ
8/31㈯15時～17時 勤労会館 先着
130人 1,000円 同館☎365－9666

女性活躍推進講座「バウンダリー（心
の境界線）を知って、N

ノ ー

o!と言える自分
になろう」〔全2回〕
9/5㈭・12㈭各10時～12時 ゆうま

つど 市内在住・在勤の女性 先着30
人　※一時預かりあり（6カ月～小学2年
生、先着8人、要申込） 電
話・FAXまたは市ホーム
ページで男女共同参画課
☎364－8778、 364－
7888へ
 
中高年向け再就職支援①セミナー②相
談会
9/5㈭①10時～12時②13時30分、

14時10分、14時50分、15時30分から
各30分 我孫子市民プラザ おおむね
40歳～65歳の求職者 ①先着30人②
各先着1人 電話で我孫子市企業立地
推進課☎04－7185－2214へ

高齢者虐待防止市民向け講演会「上手
に介護をする・されるには」
9/6㈮13時30分～15時 六実市民

センター 淑徳大学教授・結城康博氏
先着200人 電話で六実六高台高齢者

いきいき安心センター☎383－0100へ

まつど国際文化大使委嘱式＆懇親会
9/8㈰13時30分～15時30分 市民

会館 先着50人 500円（中学生以下
無料） 電話で（公財）松戸市国際交流協
会☎366－7310へ

男の料理教室〔全6回〕
9月～11月の第2・4㈮10時～12時

30分 コーププラザ東葛（馬橋駅下車）
明第2西・明第2東・馬橋各高齢者いき

いき安心センター担当地区在住の65歳
以上の男性 16人（抽選） 8/30㈮ま
でに、電話で明第2西高齢者いきいき安
心センター☎382－5707へ

会議

まつど未来シナリオ会議
8/4㈰13時～17時 市役所議会棟

3階特別委員会室 傍聴定員 先着5人（12
時45分から受け付け） 政策推進課☎
366－7072

緑推進委員会
8/6㈫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

教育委員会会議
8/8㈭10時から 京葉ガスF松戸ビル

5階会議室（傍聴は9時30分から受け付
け） 教育企画課☎366－7455

国民健康保険運営協議会
8/8㈭13時30分から 市役所議会棟

3階特別委員会室傍聴定員先着5人程度
（13時まで国民健康保険課窓口で受け付
け） 同課企画調整班☎366－7307

環境審議会
8/23㈮14時から 市役所新館5階市

民サロン傍聴定員 先着5人（13時50分
まで受け付け） 環境政策課☎366－
7089

市ホームページ

市ホームページ
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 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

ひとり親家庭のための教育費・ライフプランセミナー 要申込

8月8日㈭・16日㈮・20日㈫・22日㈭・23日㈮・27日㈫・29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

時間15時30分～16時　対象幼児～小学生と保護者

日程 会場
8/  9㈮ 明市民センター
8/16㈮ 五香市民センター
8/20㈫ 小金原市民センター
8/21㈬ 東部スポーツパーク

日程 会場

8/22㈭ 和名ケ谷スポーツセンター
（分館内）

8/23㈮ 新松戸市民センター
8/27㈫ 小金市民センター（分館内）

市民センターおはなし会

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）
8/16㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
8/20㈫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）
8/22㈭10:30～11:00 矢切公民館
8/23㈮11:20～11:50 根木内こども館
8/28㈬10:30～11:00 ほっとるーむ新松戸

　長時間預かり保育を行う幼稚園の特徴や、助成の内容などを説明します。
日時 9月8日㈰10時～12時（9時30分開場、11時30分まで受け付け）
場所流通経済大学新松戸キャンパス（JR新松戸駅下車）
対象保育を必要とする子の保護者　費用無料
 市ホームページまたは電話で保育課☎366－7351へ　
※一時預かりはありません。

10月5日㈯14時から（13時開場、16時終演予定）
会場森のホール21小ホール
対象市内在住の4歳～小学生（保護者同伴必須）
曲目（予定）◦となりのトトロ『さんぽ』『となりのトトロ』
◦崖の上のポニョ『崖の上のポニョ』◦千と千尋の神隠し

『いつも何度でも』◦天空の城ラピュタ『君をのせて』◦魔女の宅急便
『ルージュの伝言 』◦もののけ姫『アシタカせっ記 』　出演者ザ ブリーズ
アドベンチャーズ（歌）、ドリームチェンバーオーケストラ（演奏）、塚田隆
雄（指揮）　定員450人（抽選）

8月9日㈮〔消印有効 〕までに、はがきに郵便番号・住所・氏名・電話番
号・希望人数（4人まで）と性別・年齢を記入して、郵送で〒270－2252松
戸市千駄堀646の4　（公財）松戸市文化振興財団「ジブリの思い出がいっ
ぱい公演」係へ　※重複応募は無効。　※座席は主催者が指定します。　
※チケットの発送（8月23日㈮ごろ）をもって当選発表とします。
問	森のホール21チケットセンター☎384－3331（10時～19時、月曜休館、
 月曜が祝・休日の場合は翌日休館）

　8月9日㈮・10日㈯に、浴衣を着て献灯まつりのちらしを戸定歴
史館の窓口で提示すると、戸定歴史館と戸定邸の入館料が無料に
なり、普段は入れない戸定邸の庭に下りられます。
問戸定歴史館☎362－2050

　お寺の境内に並べられた竹あんどんが、光の空間を創出します。
日時8月9日㈮・10日㈯各18時～21時〔雨天中止〕　
会場松龍寺（松戸1505）

竹あんどんを一緒に並べませんか？
8月9日㈮17時30分～18時〔雨天中止〕
会場松龍寺　講師美術家・鄙

ひ な さ と

里沙織氏
対象小学生（3年生以下は保護者同伴）
定員先着30人　持ち物汚れてもいい服、
暑さ対策になるもの　費用無料
 当日会場で
問戸定歴史館☎362－2050

松戸宿坂川献
け ん と う

灯まつり

幼稚園の長時間預かり保育セミナー
保育が必要な子でも利用できる幼稚園がわかる！

ゆかた d
で

e 戸
と じ ょ う

定

四
し ま ん ろ く せ ん に ち け ん と う

萬六千日献灯

8月9日㈮・10日㈯ 各15時～21時〔荒天中止〕

会場 旧松戸宿坂川沿道一帯
　　 （春雨橋～松戸神社周辺～松

しょうりゅうじ

龍寺参道～レンガ橋）
※催し物などの詳細は、同まつりホームページをご覧
　ください。

問同まつり実行委員会☎362－5356

同まつりホームページ

要申込

ジブリの思い出がいっぱい
オーケストラによるドリームコンサート

募集する楽器（ハードケース付き）
 木管楽器 フルート、クラリネット、サックスなど
 金管楽器 トランペット、トロンボーン、ホルンなど
 弦楽器（フルサイズおよび弓とセットのもの）

バイオリン、ビオラなど
※市内楽器店で鑑定し、寄附受け入れの可否を判断します。
※詳細は市教育委員会ホームページをご覧ください。
問教育財務課☎366－7460

眠っている楽器の寄附を募集中

　親子450人を無料招待！ 要申込

児童扶養手当・松戸市ひとり親家庭等医療費等助成の
年度更新は、8月30日㈮まで
　7月下旬に「児童扶養手当現況届」「松戸市ひとり親家庭等医療費等助
成受給資格継続登録申請書」を対象者に発送しています。
※提出が遅れると児童扶養手当が減額・停止され、11月以降の医療費等

助成の受給資格が失われることがあります（制度改正により、7月末時点
のひとり親家庭等医療費等助成の受給資格者は、10月末まで受給資格
があります）。

9月7日㈯13時30分～16時　
会場ゆうまつど　講師NPOしんぐるまざあず・ふぉーらむ理事・丸山裕代氏
対象ひとり親家庭の保護者（参加者の交流会あり）
定員先着30人　費用無料　※一時預かりあり（6カ月～
小学2年生、先着8人、要申込）。

電話・FAXまたは市ホームページで男女共同参画課
☎364－8778、 364－7888へ

児童扶養手当・遺児手当8月期分（4月～7月分）を支給します
支給日8月9日㈮　※金融機関により振り込み時間が異なります。
  児童扶養手当の支給額
子ども1人の場合=月額42,910円～10,120円
※所得と子どもの人数によって異なります。
※制度改正に伴い、次回は11月に8月～10月の3カ月分を支給し、その
　後は奇数月ごとに2カ月分を支給します。
  遺児手当の支給額（児童1人につき）
親の一方と死別=月額5,500円、両親と死別=月額10,500円

未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特例給付金を
支給します
対象2019（令和元）年10月31日時点で、これまでに法律婚をしたことが
ない11月分の児童扶養手当の受給者　支給額17,500円（1回限り）
支給時期2020（令和2）年1月中（予定）
 児童扶養手当現況届と同時に申請書を提出（申請書は対象者に送付済み）

　8月30日㈮まで、児童扶養手当の現況届提出会場（市役所本館2階
大会議室）に、就労相談・児童の修学資金等の貸し付け相談・ひとり
親家庭向けの生活全般の相談ができるコーナーを設けています。

ひとり親家庭への支援・助成のご案内
問子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

市ホームページ

市ホームページ

ザ ブリーズアドベン
チャーズ

市内小・中学校の吹奏楽部・管弦楽部を応援しよう！

市教育委員会
ホームページ
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まつど健康マイレージ付与…

総合医療センター小児脳神経外科は、
8月23日㈮に外来を休診します
問同センター同外来☎712－2511（代表）

食中毒にご注意ください！
　食中毒予防の三原則を守りましょう。
付けない 調理や食事の前には必ず手を洗う
増やさない 生鮮食品や惣

そ う ざ い

菜は、早めに食べる
やっつける しっかり加熱（肉は中心部を75度で

1分以上）してから食べる
問健康福祉政策課☎704－0055

あなたの飲酒は適量ですか
　大量の飲酒は、急性アルコール中毒やアルコー
ル依存症だけでなく、がんや肝障害の原因にもな
ります。週に2日は休肝日を設けて、適度な飲酒
を心掛けましょう。
問健康推進課☎366－7489

介護者のつどい
8月17日㈯10時～11時30分　会場笑顔のおう
ちクリニック（栄町西）　対象介護をしている人
費用無料
 当日会場で
問明第2西高齢者いきいき安心センター☎382－
　5707

脳の健康度検査（ファイブコグ）
9月2日㈪10時～12時　会場明市民センター　
対象上本郷・北松戸・竹ケ花・南花島地域在住の
65歳以上　定員先着60人　費用無料

8月30日㈮までに、電話で明第2東高齢者いき
いき安心センター☎382－6294へ

認知症予防教室〔全3回〕
9月4日㈬・13日㈮・20日㈮各14時～16時　
会場小金市民センター　対象65歳以上　定員先
着30人　費用無料

電話で小金高齢者いきいき安心センター☎
374－5221へ

こころの健康づくり講演会「心とカラダ
の元気アップセミナー」
9月7日㈯14時～16時（13時30分開場）　会場
流通経済大学新松戸キャンパス（JR新松戸駅下
車）　講師㈱カイテック産業カウンセラー・皆

み な か わ

川
芳
よ し ひ ろ

弘氏　定員先着500人　費用無料　※手話通
訳・要約筆記・一時保育（1歳6カ月～小学2年生、
先着12人、要申込）あり。

電話またはFAXに講演会名・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号を記入して、小金保健福祉セン
ター☎346－5601、 344－3400へ

認知症予防教室「脳を活性化～音楽を
とり入れて～」〔全3回〕
9月19日㈭、10月3日㈭・17日㈭ 各14時～16時
会場旭神経内科リハビリテーション病院（栗ケ沢）
対象小金原地域または近隣在住の65歳以上
定員先着30人　費用無料

8月30日㈮までに、電話で小金原高齢者いき
いき安心センター☎383－3111へ

健康づくりグラウンド・ゴルフ大会

9月28日㈯8時30分～14時〔小雨決行、荒天時翌
日順延〕　会場千駄堀多目的スポーツ広場　対象
市内在住の20歳以上（初心者歓迎）　定員360人

（抽選）　費用無料
8月16日㈮〔必着〕までに、往復はがきに参加者

全員（4人まで）の氏名（ふりがな）・年齢・性別・
電話番号と代表者の住所を記入して、〒271－
0072松戸市竹ケ花74の3　健康推進課「グラウ
ンド・ゴルフ大会」係（☎366－7486）へ　
※抽選後のメンバー変更はできません。

介護予防体操教室
10月～2020（令和2）年3月の原則第1・3月曜、
第2水曜　会場古ケ崎市民センター　対象樋野
口・古ケ崎・栄町・栄町西地域在住の、医師から
運動を禁止されていない65歳以上　定員30人

（抽選、初参加者優先）　費用無料
8月26日㈪〔消印有効〕までに、往復はがきに

住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号を
記入して、〒271－0061松戸市栄町西3の991
の15　明第2西高齢者いきいき安心センター

（☎382－5707）へ

口
こ う く う

腔がん検診
9月29日㈰9時30分～12時30分のうち指定さ
れた時間　会場中央保健福祉センター　対象市
内在住　持ち物申し込み後に返送された検診時
間記載のはがき　費用無料

9月6日㈮〔必着〕までに、往復はがきに郵便番
号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を記
入して、〒271－0072松戸市竹ケ花45　松戸歯
科医師会検診係（☎368－3553）へ

集団乳がん検診①エコー（超音波）②マ
ンモグラフィ（レントゲン）
実施時期10月～2020（令和2）年2月　対象市内
に住民登録がある女性のうち、2020（令和2）年
3月31日時点で①35～39歳、41・43・45・47・
49歳②40・42・44・46・48歳、50歳以上　※次
のA～Dのいずれかに該当する40歳以上の人は
②は受診できませんが、①を受診できますA妊娠
中または妊娠の可能性があるB出産後1年以内
Cシリコン等使用の豊胸術を受けたD胸部に医
療精密機器を挿入している　会場中央・常盤平・
小金各保健福祉センター、新松戸市民センター

（②は東部スポーツパーク、六実市民センター別
館、小金原市民センター、総合福祉会館でも実施）
持ち物共通受診券（オレンジ色）または特定健康
診査等受診券（オレンジ色）　※同受診券がない
場合は健康推進課にお問い合わせください。　
費用400円（次のいずれかに該当する人は無料
◉75歳以上◉後期高齢者医療被保険者証を持つ
◉生活保護世帯◉市民税非課税世帯）

8月31日㈯〔消印有効〕までに、次のいずれかの
方法で◦市役所・各支所内の市民健康相談室に直
接（土・日曜、祝・休日を除く）◦市ホームページ
の申し込みフォームで◦電話またははがきに郵便
番号・住所・氏名・生年月日・年齢・電話番号・登
録番号（受診券に記載の8桁以内の番号）・対象の
検査名（上記A～Dに該当する人は該当項目を
記入）・希望会場（中央保健福祉センターで土曜
希望の場合は曜日も）・①は検査中の子どもの見
守り希望の有無を記入して、〒271－0072松戸
市竹ケ花74の3　健康推進課「集団乳がん検診
担当」（☎366－7487）
へ　※2018（平成30）
年度に同集団検診を受
診した人は申し込み不
要（日程通知を送付）。

　6月2日に中央保健福祉セン
ターで行われたコンクールには、
高齢者19人・親と子11組が参加
しました。優勝者を紹介します。
問健康推進課☎366－7489

高齢者部門
神
か み や ま

山節
せ つ こ

子さん
（81歳・胡録台在住）

親と子部門
原
は ら だ

田千
ち あ き

晶さん・
季
き い

依さん
（南花島在住）

高齢者・親と子の よい歯のコンクール優勝者を紹介します

8
ハチマルニイマル

020運動 自分の歯が20本以上あれば、食事も会話も楽しめ、食いしばる力で
元気に運動できます。80歳になっても20本以上の歯を保ちましょう。

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

※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〕。

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

在宅当番医9時～17時　待機病院17時～翌朝9時（土・日曜、祝・休日は9時～翌朝9時） ※受診前に医療機関に電話してください。また、健康保険証などを忘れずに持参してください。

お盆期間中（8月11日～16日）の急病救急医療・在宅当番医・待機病院 問地域医療課☎366－7771

診療日時 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

毎日
18時～23時 小児科 夜間小児急病センター 千駄堀993の1 712－2513

20時～23時 歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ケ花45の53 365－3430

8/11
（日・祝）

在宅当番医

内科 一条会クリニック 大橋415の1 372－5111
内科 森内科クリニック 新松戸6の125 346－1818

眼科 のだ眼科麻酔科医院 新松戸2の14
新松戸銀座BLD2 4階 309－4100

待機病院
内科系 新東京病院 和名ケ谷1271 711－8700
小児科・
外科系 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111

8/12
（月・休）

在宅当番医
内科 ゆりのきクリニック 西馬橋蔵元町183

シティプラザⅡ 340－0231

内科 横関医院 六高台2の58 387－2027
耳鼻咽喉科 丹羽耳鼻咽喉科医院 常盤平5の11の17 387－1373

待機病院
内科・
小児科系 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111

外科系 新松戸中央総合病院 新松戸1の380 345－1111

診療日時 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

8/13
㈫

在宅当番医 歯科 白石歯科医院 八ケ崎7の45の3 
グリーンヒル八ケ崎104 343－5711

待機病院
内科・
小児科系 新松戸中央総合病院 新松戸1の380 345－1111

外科系 新東京病院 和名ケ谷1271 711－8700

8/14
㈬

在宅当番医 歯科 湯浅歯科医院 根本9の7 363－6480

待機病院
内科系 東葛クリニック病院 樋野口865の2 364－5121
小児科 総合医療センター 千駄堀993の1 712－2511
外科系 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111

8/15
㈭

在宅当番医 歯科 歯科牧の原 牧の原1の89 388－4182

待機病院
内科・
小児科系 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111

外科系 五香病院 五香8の40の1 311－5550

8/16
㈮

在宅当番医 歯科 オズデンタルクリニック 松戸2041の2 363－0100

待機病院
内科・
小児科系 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111

外科系 東葛クリニック病院 樋野口865の2 364－5121

申し込みフォーム
（マンモグラフィ）

申し込みフォーム
（エコー）
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●広報まつど　2019（令和元）年8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付・相談窓口は、
　広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）です。

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 ㈪～㈮ 8:30～17:00 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・3・4㈬、第1・4㈮
10:00～15:00
☎368－1333

第1・3・4㈬
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 ㈪～㈮ 8:30～19:00

障害者虐待防止・障害者差別相談セン
ター（基幹相談支援センターCoCo内）
☎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3・4㈪
第1・3・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・3・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1㈬   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

婦人・DV相談 ㈪～㈮   9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3955
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

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
はなみずき☎710－8070
グレース☎382－6182
風の丘☎375－8447

  8:30～22:00 ドリーム☎070－3935－1230
消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119

※子ども運賃は半額。　※往路は乗車のみ、復路は降車のみの運行。
※運賃は前払いです。降車する停留所を告げて運賃を支払ってください。
問ちばレインボーバス㈱☎0476－46－0022

白井聖地公園行き（往路） 五香駅西口行き（復路）

停留所 五香駅
西口

旧六高台
病院

六実駅
入口 停留所 白井聖地公園

運賃 現金 620円 540円 490円 運賃 往路区間と同額ICカード 618円 536円

時刻

  8時 00　30 05　35 10　40

時刻

10時 00　30
10時 50 55 12時 50
11時 20 25 00　30 13時 20
13時 40 45 50 15時 40

運行日8月11日㈷～13日㈫　所要時間片道約40分
運行区間五香駅西口～旧六高台病院～六実駅入口～白井聖地公園

利用期間契約日から2年間（継続可）　1区画面積15㎡
対象市内在住・在勤の世帯（1世帯2区画まで）
電話で各農園主へ

白井聖地公園行き季節バスを運行します

市民農園利用者募集要申込

問みどりと花の課☎366－7378

農園名 所在地
使用料
（1区画、
1年）

募集
区画
数

農園
主 電話番号

スダカ市民農園 六実1の61 9,000円 3 駿
す だ か

高 710－4203
かわい市民農園 六実1の15の2 9,000円 1 川井 387－4346
たかはし市民農園 六実1の54の6 9,000円 5 高橋 387－7037
すずき市民農園 新松戸7の54 9,000円 2 鈴木 341－3882
げんき農園 根木内361 12,000円 8 梅澤 341－0222
きうち市民農園 金ケ作290の3 9,000円 7 木内 04－7176－7164
なかむら市民農園 旭町2の512の4 9,000円 4 中村 344－4347
おおかわ市民農園 八ケ崎5の27の3 12,000円 13 大川 341－5504
かわかみ市民農園 和名ケ谷695 9,000円 16 川上 391－0647
ゆあさ市民農園 紙敷1185の4 9,000円 1 湯浅 391－2081
サン市民農園 旭町3の850の1 9,450円 10 恩田 341－1973
さかい市民農園 幸谷594の1他 12,000円 10 酒井 347－7115
とびさわ市民農園 高塚新田394の1 9,000円 15 飛

とびさわ

澤 391－0468

源
げんしち

七市民農園 大橋100他 9,000円 10 髙橋 391－2754
ほうきや市民農園 樋野口484他 12,000円 20 堀切 362－5560

東
ひがしさと

里市民農園 串崎新田195の2
他 9,000円 18 小川 047－404－2941

ベルウッド市民農園 松戸新田332の7 10,000円 16 鈴木 368－1441
とのうち市民農園 中金杉1の159他 12,000円 28 鈴木 343－8822

秋の生涯学習講座 要申込

生涯大学特別講演会  歌舞伎の魅力
9月5日㈭13時30分～14時45分　
会場市民劇場　講師歌舞伎役者・片岡孝

た か た ろ う

太郎氏　
定員320人（抽選）　持ち物扇子　費用無料
 
市民自主企画講座  L

ラ ス ト

AST H
ヘ イ セ イ

EISEI
「心にゆとりを！ 親子でハッピーライフ」〔全3回〕
9月6日㈮・13日㈮・21日㈯各10時～12時　　
会場稔台市民センター　対象未就学児と保護者　定員15組（抽選）　
持ち物エプロン、布巾2枚（21日㈯のみ）　費用600円　
※一時預かりあり〔6カ月～就学前、10人（抽選）、要申込〕。

共通 8月12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、8月13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。

片岡孝太郎氏

9月①2日㈪②3日㈫③4日㈬各18時15分から　
対戦カード①オリックス・バファローズ②③北海道日本ハムファイターズ
会場Z

ゾ ゾ

OZOマリンスタジアム（千葉市）　対象市内在住・在勤・在学　
定員各50組（抽選。2人1組。内野自由席）　費用無料
8月2日㈮10時～16日㈮22時に、応募用ホームページ
http://www.cnplayguide.com/marines/matsudo/で

※抽選発表は8月23日㈮にEメールにて連絡。
問マリーンズインフォメーションセンター☎03－5682－6341

要申込

応募用
ホームページ

申し込みフォーム

6

●広報まつど　2019（令和元）年8月1日

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。



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

、 マークは市民活動助成事業です）

◆篠
しのぶえ

笛・お祭囃
ば や し

子・神
か ぐ ら

楽見学会
①8/1㈭・22㈭各14時～16時②8/10

㈯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
◆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
◆日本舞踊こども教室（年１回発表会あり）
①2020（令和2）年1月までの第1～3

㈯15時～16時②2020（令和2）年1月ま
での第1・3㈰15時～16時 ①八柱市民
センター②市民会館 中学生以下 浴
衣、帯、足

た び

袋(貸し出しあり） 電話で松戸
日本古典舞踊連盟・伊沢☎090－8486－
4281へ
●健康体操教室（ストレッチ・リズム体操）
8/5㈪・19㈪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・田中
☎385－5614へ

こどもたちの夏の体験会①パン教室
②夏まつり
①8/5㈪9時30分～12時30分②8/6

㈫10時30分～15時 まつど市民活動
サポートセンター 中学生以下（未就学
児は保護者同伴） 先着①20人②150
人 ①エプロン、布巾 ①1,000円②
300円 ①Eメールでなないろのもり
7iromori@gmail.comへ②当日会場で
●健康麻雀教室
8/5㈪・9㈮各11時～12時 松戸駅周

辺の麻雀店 初心者・未経験者 各500
円 健康麻雀サークル笑

えごころ

心・鈴木☎080
－6566－5260

小学生体験プログラム「ホテルの朝
食メニューを作る！」〔全2回〕
8/9㈮13時30分～16時45分、8/24㈯

10時30分～16時30分 まつど市民活動
サポートセンター 小学2年～6年生 先
着20人 1,500円 EメールでM

み ら い

IRAIの
しるし info@mirainoshirushi.comへ

●太極拳無料体験会
①8/5㈪・19㈪・26㈪各14時～16時②

8/7㈬・14㈬・28㈬各13時～15時 ①稔
台②明各市民センター 電話で健

けんしん

身まほ
ろば太極拳・芦沢☎080－2010－1170へ
●人を動かす話し方コース～目的に応じ
た話し方を学ぶ～〔全8回〕
8/6㈫・20㈫・27㈫、9/3㈫・10㈫・

24㈫、10/1㈫・8㈫各18時45分～20時
45分 市民劇場 9,000円 電話でHR
松戸話し方研究会・中島☎090－2147－
7612へ
●健康体操体験教室（ストレッチ等）
8月の㈬9時20分～10時50分 小金

原体育館 50歳以上の女性 各500円
電話で健康体操さざんか・加藤☎342

－8095へ
●やさしい囲碁（入門～上級）〔全4回〕
8/8㈭・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
で松戸生涯学習支部入門サークル・岩島
☎388－3022（昼間のみ）へ
◆パソコンお困り解決相談会
第2～4㈮10時30分～12時30分、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800円（会員500円） 電話でぱそこん
119☎090－4428－8931へ
●夏休み子ども環境講座①紙すきではが
きを作ろう②エコ料理（カレーパエリア他）
①8/10㈯②8/17㈯各10時～12時

①馬橋市民センター②市民会館 小学生
（保護者同伴可） ②先着20人 ①飲み
物②エプロン、三角巾、布巾 ②保護者
のみ500円 8/5㈪までに、電話でアー
スコン・マツド・川上☎367－5231へ
●アーチェリー教室〔全4回〕
8/11㈷・18㈰、9/1㈰・8㈰各13時～

16時 運動公園体育館 10m初歩実技
中学生以上 先着8人 3,200円 電

話で松戸市アーチェリー協会・浜辺☎342
－4706へ

●ギターの始め方講習会
8/10㈯13時30分～15時30分 常

盤平市民センター 1,000円 電話で
ウェーブ・吉田☎090－4395－5664へ
◆ひきこもり親の会　よっといで！　
8/10㈯13時30分～16時30分 五香

市民センター 200円 当日会場で
同会・服

はっとり

部☎080－1020－9611
●小金北歌広場
8/12㉁、9/9㈪、10/14㈷各10時20

分～11時40分 小金北市民センター
飲み物 各200円 アンサンブル・北小
金・内藤☎090－8433－7476（昼間のみ）
◆藍の生

な ま ば ぞ め

葉染体験
8/18㈰10時～12時、13時～15時

21世紀の森と広場内森の工芸館 各先
着10人 汚れてもよい服装、ビニール
手袋 絹ハンカチ1,500円、絹アームカ
バー2,000円、絹ストール2,500円 FAX
で千葉県森林インストラクター会・井形
043－486－5768へ

●フリーコンサート in 松戸2019
8/18㈰12時20分～16時 市民劇場
クラシックギターとさまざまな楽器が

織りなす器楽コンサート 松戸ギターク
ラブ・永松☎342－3825
◆税理士税務無料相談会
8/22㈭、9/12㈭・26㈭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
●小金オープンスクール
8/24㈯①篆

てんこく

刻講座10時～12時②ビ
オトープ講座13時～17時 小金高校
①800円②300円（高校生以下は①600
円②100円） 8/10㈯までに、電話で同
団体・室

むろさき

﨑☎080－4131－0850へ
●一輪車演技発表会
8/24㈯13時～15時 市民会館 松

戸一輪車クラブM
ミ ッ ク

IC mic‐unicycle@
grupo.jp
◆けん玉教室
8/24㈯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

◆ふわr
り ん

in子育てセミナー「夏休み終わり
の子供との接し方～子供のやる気スイッ
チ押せてますか？～」
8/25㈰10時～12時 森のホール21
妊娠中・子育て中の人（託児あり）

500円 電話で家庭倫理の会・森下☎
090－4381－8224へ
●スクエアダンス初心者無料講習会
8/29㈭、9/5㈭各14時30分～16時

30分 稔台市民センター 電話で稔台
スクエアダンスサークル i

あい

・石井☎364－
4739（夜間のみ）へ
◆子育てセミナー「ハッピー・チャイルド・
ケア・レッツ・サタデー～おとうさんといっ
しょ～」（育児相談あり）
8/31㈯10時～11時30分 さわらび

ドリームこども園 未就学児と父親 先
着30組 8/20㈫までに、直接または電
話で同園☎703－3838へ
●初心者硬式テニス教室
①9月～11月の㈪②③10月～12月の

㈯④10月～12月の㈫ ①③④栗ケ沢②
中央各公園庭球場 ①②③中学生以上
④50歳以上 先着①②③各60人④30
人 ①③各9,000円②④各10,000円
8/15㈭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）
●松戸市家庭婦人テニス協会クラス別ダ
ブルス大会（SA・A・B・Cクラス）
9/6㈮・11㈬各9時～17時（予備日10/2
㈬） 栗ケ沢公園庭球場 同協会会員、
市内在住・在勤・在クラブの人 1人
1,500円（会員1,000円） 8/16㈮まで
に、Eメールで同協会 m2d_kateifujin
@yahoo.co.jpへ
●フラとバンドの競演ハワイアンカーニ
バル
9/8㈰13時～16時 市民会館 中学

生以上 2,000円（前売り1,500円） マ
ハロ・クラブ・神崎☎04－7175－1770

◆小野田バレエアカデミー発表会
8/10㈯17:00
同団体☎340－2246

◆松戸一輪車クラブM
ミ ッ ク

IC演技発
表会
8/24㈯13:00
同団体・吉田☎080－3428－

2011
◆わんつぅすてっぷダンス発表会
8/25㈰17:45
同団体・甲斐☎090－9296－

3920 

◆寺田名
な お み

保美芸歴50周年記念　
フラ発表会
9/7㈯13:00
会場大ホール　費用全席自由　
3,500円（学生1,000円）　※未
就学児可（必要に応じて親子室
へご案内）

◆川口日
ひ で お

出旺とニューセッション
オーケストラコンサート　ビッグ
バンドよ永遠に
10/18㈮19:00　　
会場小ホール　費用全席自由
4,999円　※高校生以上チケッ
ト必要
◆ザ・ニュースペーパーL

ラ イ ブ

IVE
2019
11/16㈯14:00、18:00　
会場小ホール　費用全席指定
4,800円　※未就学児入場不可
◆雪

せつ

・月
げつ

・花
か

～新演歌三姉妹～
コンサート
11/21㈭14:00、18:00　　
会場大ホール　費用全席指定SS
席6,500円　※未就学児入場不可
◆稲垣潤一コンサート2019
12/14㈯16:30
会場大ホール　費用全席指定
6,800円、小・中学生1,000円
（8/31㈯発売）　※学生席はRo-
Onチケット（☎365－9960）のみ
取り扱い　※未就学児入場不可
◆クリスマス/アヴェ・マリア　
サンクトペテルブルグ室内合奏団
12/17㈫14:00
会場大ホール　費用全席指定
4,500円（8/28㈬発売）　※未就
学児入場不可

◆ピアノ発表会
8/10㈯17:00　
笹田☎090－2179－4169

◆お盆だBON！ソプラノ＆テ
ノールによる名曲コンサート
8/15㈭14:00
えむわんミラコロ・高島☎050

－5809－3109
◆松戸市高校生英語スピーチコ
ンテスト
8/17㈯13:00
文化観光国際課☎366－7327

◆フリーコンサート in 松戸2019
8/18㈰12:20
永松☎342－3825

◆都
つ る

瑠歌謡祭
8/24㈯10:00
妻
つ ま の

野☎386－0159
◆松戸童謡の会　童謡を歌う（月
例会）　★
8/28㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆ふれあいファミリーコンサート
INまつど～親子の絆 子守唄と童
謡・唱歌～
8/29㈭14:00　
NPO日本子守唄協会☎03－

3861－9417

●カローリング・ボッチャ教室
8/4㈰9:00～12:00　会場小金
小学校体育館　定員先着40人
堀☎344－1735

◆①ピラティス②やさしいヨガ
①8/5㈪・12㉁・19㈪各10:00～
10:50②8月の㈬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
各500円　 同体育館☎341－
2242

◆①体幹美BODY②金曜ヨガ
①8/5㈪・12㉁・19㈪各11:10
～12:00② 8月の㈮ 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　費用各500円　 同
体育館☎331－1131
◆①骨盤ヨガ②ボールDEリズム
①8/5㈪・12㉁・19㈪各9:30～
10:30②8/6㈫・20㈫・27㈫各
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　費用各500円　 同体
育館☎386－0111
●グラウンド・ゴルフ教室
8/11㈷9:00～12:00　会場東
漸寺本堂裏広場（駐車場使用不
可）　定員先着50人　 堀☎
344－1735

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
日時 内容（★は有料） 問い合わせ

大
ホ
ー
ル

11㈷ 18:00 D
ダ イ ス

a-iCE B
ベ ス ト

EST T
ツ ア ー

OUR 2019　
★

ディスクガレージ
☎050－5533－0888
（平日12時～19時）12㉁ 15:00

25㈰ 14:00 よこすかウインドアンサンブルコンサート　
よこすかウインドアン
サンブル・渋

し ぶ や

谷
☎090－6037－3673

31㈯
11:00 松竹特別公演　蘭～緒

お が た

方洪
こうあん

庵 
浪
な に わ

華の事件帳～　★
森のホール21チケット
センター☎384－333115:30

小
ホ
ー
ル

11㈷ 14:30 エイムバレエスタジオ発表会 エイムバレエスタジオ
☎03－3736－6738

12㉁ 17:00 クラシックバレエ コッペリア発表会
上野
☎080－3275－0524

※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/

7

●広報まつど　2019（令和元）年8月1日

アプリは無料でダウンロードできます。詳細は市ホームページをご覧ください。　問広報広聴課（広報担当）☎366－7320
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　市の観光名所「矢切の渡し」デザインのマン
ホールのふたが、カードになりました。この機会
に各地のカードを集めてみませんか？
配布開始日8月7日㈬　配布場所松戸観光案内所

（松戸駅下車）　配布時間10時～18時（年末年始・
月曜休み、月曜が祝・休日の場合は翌日休み）
※配布は1人1枚のみです。事前予約や郵送はで
きません。
 マンホールカードとは？
　国・自治体・企業などの連携組織である「下水道広報プラットホーム」が、自治体と共同で
発行しているコレクションカードです。
　さまざまなデザインのマンホールのふたの魅力を通し、下水道への理解・関心を持っても
らい、現地での配布に限定することで地域振興に貢献しています。

　2020（令和2）年1月13日㈷に森のホール21で開催する成
人式の式典で行う、「新成人の主張」の出演者を募集します。
 スピーチ部門 友人や恩師に向けた言葉や将来へ向けた決意
などを自身の言葉にし、スピーチを披露
対象2020（令和2）年新成人
 パフォーマンス部門 歌や踊り、演奏など自分が新成人として
主張したいことを披露　
対象2020（令和2）年新成人を含む2人以上のグループ

8月23日㈮までに、電話またはEメールに件名「新成人の主張出演希望」、本文に部門
名・氏名・披露したい内容を記入して、社会教育課☎366－7462、 mcseijinsiki@city.
matsudo.chiba.jpへ
※応募多数の場合は、選考となる場合があります。詳細は市ホームページをご覧ください。

J:COMチャンネルで
松戸市の魅力を発信！

マンホールカードを配布します松戸市初

要申込

対象市の景観形成に寄与している①市内の
建築物・工作物の所有者・設計者等②団地・
商店街等の代表者・管理者等③景観づくり
に関係する活動をしている個人・団体　
※表彰対象者等の公表に同意した場合のみ
受賞できます。

9月30日㈪〔必着〕までに、都市計画課で
配布または市ホームページでダウンロードできる調書に必要事項を記入して、直接・Eメー
ルまたは郵送で〒271－8588松戸市役所　都市計画課景観・指導班 mctoshikeikaku@
city.matsudo.chiba.jp（☎366－7372）へ

前回の景観大賞（まち並み部門）
「千葉大学園芸学部キャンパスおよび庭園群」

景観表彰の候補を募集します要申込

①建築物・工作部門
　（メインテーマ：屋外広告物）
②まち並み部門
③景観づくり活動部門

問下水道経営課☎710－3082

　1964（昭和39）年に流行
した『東京五輪音頭』をリ
メイクした『東京五輪音頭
-2020-』を、地域のお祭り
やイベントなどで歌い、踊
りませんか？
貸出品『東京五輪音頭-2020-』
楽曲CD・DVD、歌詞カード、振り付けシート
対象市内団体、市内在住・在勤

　松戸市出身のお笑い芸人・トミドコロが、松戸のおす
すめスポットやグルメ、旬の情報をたっぷりお伝えす
る全4回のテレビ番組放送を開始します。第1回は松戸
駅周辺散策の模様をお届け。ぜひご覧ください。
第1回放送日時8月8日㈭21時45分～21時59分　※放送後は市ホームペー
ジでも視聴できます（再放送=8月17日㈯22時30分～22時44分、8月18日
㈰9時～9時14分）。　出演お笑い芸人・トミドコロ　視聴方法 地上デジタル
放送11チャンネル（111ch）　※ J:COM契約者のみ。ただし、J :COM対応
の集合住宅の場合は、未契約でも視聴できます。　放送エリア松戸市、流山
市、野田市、柏市、我孫子市、白井市、鎌ケ谷市、市川市、足立区、葛飾区
問広報広聴課シティプロモーション担当室☎366－7320

成人式の舞台で、あなたの想いを披露してみませんか

新成人の主張出演者募集
おも

トミドコロ

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081

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。

『東京五輪音頭-2020-』CDとDVDを貸し出しています

　認知症は、認知機能の低下が起こり、日常生活に支
障が出ている状態を指し、誰でもなる可能性がありま
す。松戸市の推計では、市内の認知症高齢者は2万人を
超え、今後も増加することを見込んでおり、認知症高
齢者への支援体制の構築が市の喫緊の課題となってい
ます。今回はその対策の一部を紹介します。
　認知症への理解を深めるため、「認知症サポーター養
成講座」を開催しています。受講された方の中から希望
者には「オレンジ声かけ隊」として、日常生活で手助け
が必要な高齢者を見かけたときに、「何かお困りです
か」と声かけをする「あんしん一声運動」に参加してい
ただいています。さらに、「オレンジ協力員」として積極
的にボランティアを行い、認知症の方やそのご家族を
支えていただいています。この他、医療機関・介護事業
所などと連携し、軽度認知症の方の認知機能の維持・
改善に取り組む「まつど認知症予防プロジェクト」や、
介護者支援として相談・情報交換・介護者同士の交流
ができる「介護者のつどい」を開催しています。
　8月8日㈭には、カフェ・シャコンヌ（八ケ崎7の45の
3）で、認知症の方が注文を受けるなどの接客を行い、
おもてなしをする「プラチナカフェ」を開催します（3面
掲載）。接客を通じて認知症の方に自分の役割を感じて
いただくとともに、夏休み期間中ということで、多く
の子どもたちにも来店してもらい、認知症への理解を
深める機会となることを期待しています。
　今後も、認知症の方やそのご家族の声を反映しなが
ら、「認知症を予防できる街」「認知症になっても安心し
て暮らせる街」を地域の皆さんと共につくっていきた
いと思います。
　県立松戸南高校の生徒がスポーツの分野で大活躍し
ています。6月に行われた千葉県高等学校定時制通信制
体育大会で優秀な成績を収め、9種目中7種目で44名
の生徒が全国大会の出場権を獲得しました。一学校の
生徒がこれほど多くの種目で全国大会に出場すること
は、県内でも初の快挙です。同校は三部制（午前部・午
後部・夜間部）の定時制高校で、同校の卒業生で総合格
闘家の那

な す か わ

須川天
て ん し ん

心さんも、午前中は授業、午後はトレー
ニングに励んでいました。全国大会に出場する生徒の
皆さんには、スポーツを楽しみ、思い出に残る大会と
なることを願っています。県立松戸南高校、頑張れ！ 

認知症になっても
安心して暮らせる街へ

人口と世帯〔2019（令和元）年7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 492,336人 〔 12〕 男 244,285人〔 △61〕
世帯 228,936世帯 〔 96〕 女 248,051人〔 73〕

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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