
災害発生情報
が発令

避難勧告・避難指示
（緊急）が発令

避難準備・高齢者等避難
開始が発令

気象庁が大雨・洪水
注意報を発表

気象庁が早期注意情報を
発表

地震への備えも忘れずに

9月1日は防災の日

大規模な水害・土砂災害に備えましょう
　2018（平成30）年7月豪雨を教訓として、市町村が出す「避難情報」と国や都道府県が出す
「防災気象情報」が、5段階の警戒レベルに整理されました。
　日頃からの備えを見直し、身の回りの危険な箇所や避難施設を確認し、災害に備えましょう。

問危機管理課☎366－7309

自助まずは自分の身を守る
◦	机の下に避難するなどして、落下物から身を守る
◦	扉を開けて出入口を確保する

共助揺れが収まったら家族や隣近所の安全を確認
◦	家族を助け出す　◦火が出ていたら消火する
◦	周囲の被害の状況を確認する

帰宅困難者になったら
◦	むやみに移動せず、身の安全を確保して職場や集客施設など

の安全な場所にとどまる
◦NTTの災害用伝言ダイヤル（171）や各携帯電話会社の災害用

伝言サービスなどにより、家族の安否などを確かめる
◦	交通情報や被害情報などを入手する

　すでに災害が発生している
状況です。命を守るために最善
の行動を取ってください！

　災害が発生するおそれが極めて高い状況です。周囲の
状況に応じて避難所など安全な場所に避難しましょう！
　避難施設への移動が危険な場合は、近くや建物内の安
全な場所に避難しましょう。

　近年多発するいわゆるゲリラ豪雨や、都市化による田
畑の減少などにより、全国的に道路冠水や住宅の浸水
被害が起きやすい状況にあります。そこで市では内水
ハザードマップを作成し、浸水への注意喚起を行ってい
ます。
配布場所下水道整備課・危機管理課・市民課・各支所・
各市民センター他　※市ホームページ内の「やさシティ
マップ」でも確認できます。

もし、
大きな地震が
発生したら？

内水ハザードマップをご活用ください

　避難に時間を要する人（高齢者・乳幼児・障害がある人
など）とその支援者は避難を要する状況です。それ以外
の人は、避難の準備を始めましょう。

　市の避難施設は3種類あります。公共施設の再編などで変更される場合があ
るので、定期的に市ホームページなどで最寄りの避難施設を確認しましょう。
避難場所公園などの一時的に避難できる広い場所（10ヘクタール以
上の場所は広域避難場所）
収容避難所市民センターなどの長期間避難所として滞在できる場所
避難場所兼収容避難所学校などの避難場所と収容避難所の両方を
備えた施設

　インターネットやSNSには誤った情報が掲載される場合があります。市が発信
する情報を確認してください。5
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松戸市内水ハザードマップ

松戸市安全安心メール
　行方不明者や不審者・犯罪などの情報を配信。災害時は緊急情報
も配信します。

防災行政用無線
　市では災害情報などの重要な情報を防災行政用無線で発信して
います。放送がよく聞こえなかった場合や、もう一度確認したい場
合は下記の電話番号で聞くことができます。
☎0800－800－9366（無料）

松戸市公式ツイッター
　市政情報・イベント情報・防災情報などを発信しています。

近所の避難施設を確認しましょう

積極的な情報収集を心がけ、正しい情報の確認を

警戒レベル

「内水」とは？河川の水を「外水」と呼ぶのに対して、
河川の堤防で守られた土地（住宅地や道路など人が
生活する土地）にたまる水のことを指します。

国・県が発令する「警戒レベル相当情報」との違い
　警戒レベル2以下の情報は気象庁が発表し、警戒レベル3以上
の情報は市町村が発令します。この他に、国や都道府県は防災
気象情報として「警戒レベル相当情報」を発信します。テレビの
ニュースなどではこの「警戒レベル相当情報」が報道されること
がありますが、市町村が発令する警戒レベルとは異なる場合が
ありますので、ご注意ください。 問下水道整備課☎366－7361

NEW

高齢者等は避難！

全員避難！

市指定
避難場所一覧

松戸市
安全安心メール

松戸市
公式ツイッター

やさシティマップ
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●2020（令和2）年の七草マラソン大会を中止します
●9月20日～26日は動物愛護週間
●9月9日は救急の日
●松戸市消費生活展 くらしフェスタ松戸
●XP ストリートカルチャーを体験！



教育委員会用封筒の裏面に教育委員会用封筒の裏面に
広告を掲載しませんか広告を掲載しませんか

古民家「旧齋藤邸」が第4土曜も
見学できるようになります

明市民センター移転に伴い明市民センター移転に伴い
図書館明分館は10月24日㈭から図書館明分館は10月24日㈭から
11月12日㈫まで休館します11月12日㈫まで休館します

市民劇場は外壁改修工事に伴い
10月1日㈫から12月28日㈯まで
休場します

2020（令和2）年1月の2020（令和2）年1月の
松戸市七草マラソン大会を松戸市七草マラソン大会を

中止します中止します

要申込

広告の規格縦8cm×横9cm、単色刷り
※版代・印刷費用は市が負担します。
10月31日㈭〔必着〕までに、教育財務課で配布または市
教育委員会ホームページでダウンロードできる申込用紙
に広告原稿案を添付して、直接または郵送で〒271－
8588松戸市教育委員会　教育財務課（☎366－7460）へ

　10月から2020（令和2）年3月まで、
平日に加えて第4土曜（12月28日㈯を
除く）も見学できます（その翌月曜は休
邸）。この機会にぜひお申し込みください。
見学時間10時～16時（入邸は15時30
分まで）　
住所紙敷588
費用無料（イベント開催時は費用が発生
する場合があります）
電話で社会教育課☎366－7462へ

※竹紙漉
す

き体験の申し込みもできます。

問図書館本館☎365－5115

　休館中、返却ポストが利用できない期間があります。
また、予約本は本館または他の分館での受け取りをお
願いします。受け取りを希望する施設を事前に登録し
てください。

返却ポストの利用可能期間

 現在の明分館11月4日㉁15時まで
 移転後の明分館11月9日㈯9時30分から

休館中の予約本受け取り場所の登録方法

 ちば電子申請サービスで、受け取りを希望する
 施設を登録

移転先

 上本郷3018の1（移転後の明市民センター内）

　利用料の支払いなど、一部の手続きは、
休場中も9時から19時まで受け付けます。
※2階への外階段と第1会議室は2020
（令和2）年3月31日まで使用できません。
問市民劇場☎368－0070（利用について）
　社会教育課社会教育班☎366－7462
　（工事について）

　2020（令和2）年6月まで行う運動公園陸上競技場の改修
工事などにより、安全な大会運営が困難であるため、2020
（令和2）年1月の開催を中止します。
　次回は2021（令和3）年1月の開催を予定しています。
問同大会実行委員会事務局（スポーツ課内）☎703－0601

　市の耐震診断助成・耐震改
修助成・耐震に伴うリフォーム
助成の説明も行います。
時間10時～16時　対象2000
（平成12）年以前に、木造在来
軸組工法で建築された地上2
階建て以下の住宅　持ち物自
宅の平面図（間取り図）　
費用無料
 電話で建築指導課☎366－7368へ

広告の規格縦約6cm×横約18cm、単色刷り
選考方法税目ごとに、市の広告掲載審査基準に適合した申込者の中から、
金額が最も高い者を選定
10月15日㈫〔必着〕までに、
税制課で配布または市ホーム
ページでダウンロードできる申
込用紙に広告原稿案を添付し
て、直接または郵送で〒271－
8588松戸市役所　税制課（☎366－7321）へ

税目 予定通数 発送月 募集
枠数

広告掲載料
（消費税を含む）

市・県民税   90,000通 2020（令和2）年6月 1枠   90,000円以上
軽自動車税   54,000通 2020（令和2）年5月 1枠   54,000円以上

封筒の種類 印刷部数 募集枠数 広告掲載料
（消費税を含む）

長3封筒 22,000部 先着2枠 22,000円
角2封筒 17,000部 先着6枠 17,000円

納税通知書送付用封筒の裏面に納税通知書送付用封筒の裏面に
広告を掲載しませんか広告を掲載しませんか

2階への外階段は3月末
まで封鎖します

10月～12月の
臨時出入口

開催日 会場

9/26㈭ 市役所新館8階会議室

10/26㈯ 市役所新館8階会議室

11/6㈬ 新松戸市民センター

2020（R2）/2/5㈬ 馬橋市民センター

3/5㈭ 市役所新館9階会議室

自宅の耐震相談をしてみませんか

広告欄

封筒イメージ（裏面）9月24日㈫18時～19時30分（17時30分開場）
会場同オフィス　講師㈱あきない総合研究所代表取締
役・吉田雅紀氏　定員先着50人　費用無料（交流会参加
者は別途1,000円）
 同オフィスホームページで
問商工振興課企業立地担当室☎711－6377

9月25日㈬16時～17時30分（15時30分開場）
会場勤労会館　内容「働き方改革」の本来の意味を問い直
し、社員の能力アップと組織力の向上を目指す　
講師㈱雅

みやび

経営サポート事務所代表取締役・内田雅敏氏
定員先着30人　費用無料
電話またはEメールで商工振興課企業立地担当室☎711

－6377、 mckigyou@city.matsudo.chiba.jpへ

ひらめき力「やわらか頭の作り方」ひらめき力「やわらか頭の作り方」
～すべてのヒントは「ひらめき」から！～～すべてのヒントは「ひらめき」から！～ 要申込

「働き方改革」でやる気と業績を伸ばす！「働き方改革」でやる気と業績を伸ばす！

松戸スタートアップオフィス起業・創業セミナー

工業活性化セミナー 要申込

内田雅敏氏

同オフィス
ホームページ

吉田雅紀氏吉田雅紀氏

市ホームページ

市教育委員会
ホームページ

ちば電子申請サービス

2

●広報まつど　2019（令和元）年9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



※1人で複数人分の申し込みはできません。 ※受付開始時間に定員を超えた場合はその場で抽選。 ※受付当日は車での来所はご遠慮ください。 
※★は別途実費（テキストまたは道具・材料費）。　※受講費用の一部を助成する若年者職業訓練講座助成金制度の詳細は、電話で商工振興課☎711－6377へ。
9月5日㈭9時から、費用を添えて直接同センター（小金原1の19の3、☎349－3200）へ

　下水道が使える区域では、水洗便所・風呂・台所などから出る汚水は下水
道へ流し、くみ取り便所は3年以内に下水道に接続された水洗便所に改造す
るように下水道法で義務付けられています。改造が済んでいない家庭は、工
事をお願いします。下水道への接続工事は、必ず松戸市下水道指定工事店に
依頼してください。

下水道普及率は85.89%
　2019（平成31）年3月31日現在、市内の下水道普及率は85.89%、水洗化
率（下水道が使える区域で実際に接続している人の割合）は96.17%です。

改造資金融資あっせん・利子補給制度
　浄化槽やくみ取り便所を利用している人が下水道への接続工事を行うと
きに、工事資金の融資を金融機関にあっせんします。その際、融資に伴う利
子の一部を市が負担し、実質的に年1.2%の利率で融資を受けることができ
ます（各金融機関の規定に基づき、融資の可否が決定されます）。
対象以下の全てに該当する人●自己資金のみでは工事資金を一括で負担す
ることが困難●建築物の所有者または所有者の同意を得た占有者●市税・
受益者負担金・下水道使用料を滞納していない●償還能力がある●あっせ
ん額が50,000円以上

私道に共同排水設備を敷設する場合の補助制度
　以下の要件を全て満たして申請すると、工事費用の全額が補助されます。
下水道が使える区域になりましたら市からお知らせします。補助制度の利
用を希望する場合は、私道ごとに説明会の開催が必要となります。詳細は下
水道維持課にお問い合わせください。
交付要件●隣接する既存家屋が2戸以上ある幅員1m以上の私道●敷設工
事完了と同時に2戸以上の既存家屋が下水道への接続工事を行う●受益者
負担金を滞納していない

下水道を適切に利用してください
　市の下水道は、一部の地域を除いて汚水と雨水を分けて処理する
分流式です。雨水が汚水管に入ると、管からあふれ出したり、下水処
理場で処理しきれなくなったりします。雨水を汚水管に流さないよ
う、誤接続や雨天時に下水道の蓋

ふた

を開放することはやめましょう。
　また、下水道に食べ残しや油を流すと下水道管を詰まらせる原因
になりますので、燃やせるごみとして処理しましょう。使い終わった
天ぷら油や油汚れは、新聞紙などで吸い取ってください。事業所の
厨房や食堂などにはグリストラップを必ず設置して、1週間に1回以
上点検・清掃してください。

河川をきれい河川をきれいにするために
下水道の整備下水道の整備にご協力を

問下水道整備課☎366－7361（計画・工事）
　下水道経営課☎366－7394（使用料・受益者負担金の賦

ふ か

課・支払い）
　下水道維持課☎366－7393（管理・下水道への接続・私道下水道敷設補助金）

9月10日は
下水道の日

要申込

講座名 日時 定員
（先着）

費用
※（　）内は会員事業所の料金です。

日商簿記3級受験講座〔全13回〕 12/12～2020（R2）/2/3の㈪㈭9:30～12:30（12/30、1/2・13を除く） 20人 20,000円（18,000円） ★
日商簿記2級受験講座〔全14回〕 10/26～2020（R2）/2/15の㈯10:00～16:00（11/23、12/28、1/4を除く） 20人 35,000円（32,000円） ★
宅地建物取引士受験講座〔全27回〕2020（R2）/2/22～8/29の㈯13:30～16:30（8/15を除く） 20人 45,000円（40,000円） ★
スペイン語入門講座〔全12回〕 10/7～2020（R2）/1/27の㈪13:00～14:30（10/14、11/4、12/30、1/6・13を除く） 20人 13,000円 ★
やさしい中国語会話講座〔全12回〕10/1～12/17の㈫19:00～20:30（10/22の週は10/21㈪に開講）　 20人 13,000円 ★
かんたん英会話講座〔全10回〕 9/30～12/16の㈪10:00～11:30（10/14、11/4を除く） 25人 10,000円 ★
実用英会話基礎講座〔全10回〕 10/8～12/17の㈫10:00～11:30（10/22を除く）　 25人 10,000円 ★
実用英会話初級講座〔全12回〕 10/2～12/18の㈬13:00～14:30　 25人 13,000円 ★
実用英会話中級講座〔全12回〕 10/2～12/18の㈬10:00～11:30　 25人 13,000円 ★
韓国語初級講座〔全12回〕 10/4～12/20の㈮12:00～13:30　 25人 13,000円 ★
韓国語中級講座〔全12回〕 10/4～12/20の㈮10:00～11:30　 25人 13,000円 ★
健康ヨーガ入門講座〔全12回〕 10/4～12/20の㈮10:00～11:30　 25人 12,000円
陶芸入門講座〔全12回〕 10/3～12/19の㈭10:00～12:30　 18人 12,000円 ★
実用書道講座〔全12回〕 9/28～2020（R2）/1/11の㈯10:00～11:30（11/2・23、12/28、1/4を除く） 25人 12,000円 ★

切り絵講座〔各全4回〕
12/10㈫・24㈫、2020（R2）/1/7㈫・21㈫各13:00～16:00　 15人   4,000円 ★
2020（R2）/2/4㈫・18㈫、3/3㈫・17㈫各13:00～16:00　 15人   4,000円 ★

　動物の殺傷・遺棄・虐待は犯罪です。子犬・子猫を子猫を
適切に飼えない場合は不妊去勢措置をしましょう。
　また、日頃から災害時に備えて迷子札やマイクロチップを装着するなど、
動物を適切に飼育し、人と動物の共生を目指しましょう。
 犬の飼い主へ
● 放し飼いやノーリードの散歩は、千葉県条例で禁止されています。
● 登録鑑札と狂犬病注射済票の装着が義務付けられています。
●トイレは散歩の前に済ませ、もし散歩中にしてしまった場合は責任を
 持って処理しましょう。
● 人に危害を加えたり、鳴き声などで周囲に迷惑を掛けたりしないように
日頃からしつけや訓練をしましょう。
 猫の飼い主へ
　外に出さず屋内で飼いましょう。ふん尿や鳴き声による被害を防止で
き、事故やさまざまな感染症から猫も人間も守ることができます。
 地域猫活動にご理解・ご協力をお願いします
　地域猫活動とは、地域で協力して飼い主のいない猫を適切に管理する
活動です。さまざまな被害を減らすことができ、環境衛生改善にもつなが
ります。　※猫好きのための動物愛護活動ではありません。
主な活動内容
●餌や水を適正に与える（置き餌はしない）。
●トイレの設置や周辺の清掃などを行う。
●飼い主のいない猫が増えないよう不妊去勢手術をする。
●活動への理解や協力が得られるよう、近隣の人とコミュニケーションを
とる。
※市では、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用の一部助成や、地域猫
活動を周知・啓発するための地域猫活動バッジの貸与を行っています。
 千葉県動物愛護センターの動物愛護事業 
　千葉県動物愛護センター東葛飾支所（柏市）では、「犬のしつけ方教室」
「成犬・成猫の譲渡会」「飼い主さがしの会」を定期的に行っています。　
問同支所☎04－7191－0050

9月20日～26日は9月20日～26日は
動物愛護週間動物愛護週間ですです

　消費生活センター等の消費生活相談窓口を案内するなど、専門の相
談員がトラブル解決を支援します。困ったときは1人で悩まずに、気軽に
お問い合わせください。

そんなときは消費者ホットライン
☎１

い

８
や

８
や

（局番なし）にご相談ください

悪質商法等による
被害にあった

ある製品を使って
けがをしてしまった

問環境保全課環境衛生係☎366－7336
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9月11日㈬に、広報まつど まつどDEいきいき高齢者特集号を発行します。　問高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343



幼児家庭教育学級 中学校家庭教育学級講座

　2020（令和2）年4月に小学校に入学する子どもの健康診断を行います。対象者には10月上旬に就学時健康診断通知書（はがき）を送付します。
対象2013（平成25）年4月2日～2014（平成26）年4月1日生まれの子ども　※通知書裏面の予備調査票に必要事項を記入して、当日持参してください。
※通知書が届かない場合や、10月1日㈫以降に転入届を出した場合は、保健体育課にご連絡ください。　※当日は放課後児童クラブの案内もあります。

時間10時30分～12時30分（9月27日㈮のみ12時まで）　会場常盤平体育館
対象3歳児または来年度幼稚園などに通う予定の2歳児と保護者　
定員15組（抽選）　費用無料（別途保育用品代200円）
9月9日㈪〔必着〕までに、はがきまたは申し込みフォームに保護

者の氏名（ふりがな）・性別・年齢・郵便番号・住所・電話番号と、
子どもの氏名（ふりがな）・性別・生年月日を記入して、〒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
課幼児家庭教育学級係（☎367－7810）へ
※10月11日㈮以降、保護者は子どもと離れて学習
します（子どもは集団保育で遊びます）。

※対象児以外の子を連れてくる場合は、その子の
生年月日も記入してください（保護者と同席）。

時間10時～12時　会場市民会館　対象市内在住・在勤の、小学5
年～中学生の保護者　定員先着100人　費用無料　※一時預かり
あり（1歳6カ月～就学前、先着5人、電話で生涯学習推進課☎367
－7810へ要申込）。

9月4日㈬から、FAXまたは申し込みフォームに保
護者の氏名（ふりがな）・性別・電話番号・子どもの
学年・各回の出欠予定を記入して、生涯学習推進課
360－0945（☎367－7810）へ

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・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松戸市新松戸南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。

就学時健康診断のお知らせ

仲間をつくってイキイキ子育て仲間をつくってイキイキ子育て
〔全6回〕要申込 ～家庭教育から子どもが育つ～

〔全5回〕要申込

秋の青少年教室
教室名 日時 会場 講師 対象

（市内在住・在学）
定員
（抽選） 費用 締め切り日

秋の陶芸教室〔全4回〕
※作品を11/3㈷開催の青少年会館文化祭で展示。

  9/21㈯14:00～15:30
  9/29㈰10:00～11:30
10/20㈰10:00～11:30 
10/27㈰10:00～11:30

青少年会館 NPO子どもっとまつど
陶芸倶

ク ラ ブ

楽部 小学3年～中学生 15人 500円   9/  9㈪

親子で学ぶ夢化学～うがい薬で化学マジック！
ふわふわ飛行体づくり他～ 10/  6㈰  9:30～11:30 青少年会館

夢化学実験隊代表・
青山好

よしのぶ

延氏
小学3年～6年生と
保護者 20組 1組300円   9/23㈷

お父さんと一緒にうどん作り☆ 10/20㈰10:00～14:00 市民会館 NPO子どもっとまつど 小学3年～中学生
と男性の保護者 12組 1組700円 10/  1㈫

あれあれ？不思議☆マジック教室♪ 10/27㈰14:00～16:00 青少年会館 マジシャン・荒木巴
ともえ

氏 小学生 20人 無料 10/  1㈫

立体パズル■ソーマキューブ～つくって遊べば頭
が良くなっちゃう！かも!?～ 11/23㈷10:00～12:00 新松戸未来館 少年少女発明クラブ

指導員
小学生（2年生以下
は保護者同伴） 30人 400円 11/  5㈫

台湾のほかほか肉まんづくり親子教室～国際交流
事業～ 11/23㈷13:00～16:00 市民会館 まつど国際文化大使・

宋
ソン

如
ルファン

芳氏
小学3年～6年生と
保護者 12組 1組500円 11/  6㈬

ユニカール～氷がなくてもカーリング～ 11/24㈰13:00～16:00 青少年会館 日本ユニカール協会・
川村光廣氏他

小・中学生（保護者
参加可） 20人 無料 11/  7㈭

実施校（五十音順） 受付日時
旭町小学校 11/19㈫13:00～13:15
大橋小学校 10/15㈫13:00～13:20
貝の花小学校 11/19㈫13:00～13:15
柿ノ木台小学校 11/18㈪13:00～13:20
金ケ作小学校 10/23㈬13:00～13:15
上本郷小学校 10/16㈬12:45～13:00
上本郷第二小学校 10/21㈪13:00～13:30
河原塚小学校 11/18㈪12:45～13:15
栗ケ沢小学校 11/13㈬12:50～13:05
幸谷小学校 10/23㈬13:00～13:20
古ケ崎小学校 11/19㈫13:00～13:20
小金北小学校 11/  6㈬13:00～13:15
小金小学校 11/12㈫12:50～13:10
相模台小学校 10/25㈮12:45～13:15
寒風台小学校 11/  6㈬12:50～13:10

実施校（五十音順） 受付日時
新松戸西小学校 11/13㈬13:00～13:20
新松戸南小学校 10/24㈭13:00～13:20
高木小学校 11/  7㈭12:45～13:00
高木第二小学校 10/29㈫12:45～13:00
中部小学校 10/29㈫12:45～13:15
東部小学校 11/13㈬12:50～13:20
常盤平第一小学校 10/25㈮13:15～13:30
常盤平第三小学校 10/31㈭12:45～13:00
常盤平第二小学校 10/18㈮12:45～13:00
殿平賀小学校 10/16㈬13:00～13:20
南部小学校 11/13㈬12:50～13:10
根木内小学校 11/20㈬12:45～13:00
八ケ崎小学校 10/24㈭13:15～13:30
八ケ崎第二小学校 11/21㈭12:40～13:10
東松戸小学校 10/16㈬13:10～13:30

実施校（五十音順） 受付日時
北部小学校 11/  5㈫13:00～13:20
牧野原小学校 10/23㈬13:00～13:20
松ケ丘小学校 10/28㈪13:00～13:20
松飛台小学校 10/28㈪13:15～13:30
松飛台第二小学校 10/21㈪13:15～13:30
馬橋北小学校 11/  5㈫12:45～13:15
馬橋小学校 10/28㈪13:10～13:20
稔台小学校 10/23㈬13:00～13:20
六実小学校 11/12㈫13:00～13:15
六実第三小学校 10/21㈪13:10～13:30
六実第二小学校 10/15㈫13:10～13:25
矢切小学校 11/  6㈬12:40～12:55
横須賀小学校 11/20㈬12:50～13:05
梨香台小学校 10/24㈭13:00～13:20
和名ケ谷小学校 11/  7㈭13:00～13:15

問保健体育課☎366－7459（就学時健康診断について）
　子育て支援課☎366－7347（放課後児童クラブについて）

要申込

申し込みフォーム

申し込みフォーム

日程 内容 講師

  9/27㈮ ありんこ先生と一緒に親子で遊ぼう 日本児童遊戯研究所所長・
有
あ り き

木昭
てるひさ

久氏

10/  4㈮ 身
か ら だ

体を使ってみんなで遊ぼう
（一時保育オリエンテーション）

千葉県社会体育公認指導
員・斎藤淳子氏

10/11㈮ 自信をもってイキイキ子育て
～昔の子育て 今の子育て～

国立女性教育会館客員研
究員・西山恵美子氏

10/18㈮ まつどっ子 未来のために今
～愛からはじまる子どもの幸せ～ 生涯学習推進課職員

10/25㈮ 子どもに性をどう教えるか
～子どものよき相談者となるために～ 子ども家庭相談課職員

11/  1㈮ 自信をもってイキイキ子育て
～子どもも自分も大事にする生き方～

国立女性教育会館客員研
究員・西山恵美子氏

日程 内容 講師

10/  1㈫ 知ることが護身術～ネット・ス
マホのトラブルに備えよう～

情報教育アドバイ
ザー・遠藤美季氏

10/  8㈫ 成長期の食生活～今しかでき
ないこと、今ならできること～

河原塚中学校栄養
教諭・關

せ き

和子氏

10/29㈫
新しい時代に合わせた性の健
康教育～アクティブラーニン
グで思春期を学ぼう～

バースセラピスト・
やまがたてるえ氏

11/12㈫ 思春期の子どもたちのこころ
の課題とその対応

聖徳大学教授・久保
田健夫氏

11/19㈫ 人として、親として、“折れない
心”をつくろう

日本メンタルコー
チング学院長・三浦
久美子氏

ちば電子申請
サービス

4

●広報まつど　2019（令和元）年9月1日



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

テラスモール松戸内に新規小規模保育
施設を開所します
開所予定日11/1㈮ 保育時間 ㈪～㈮7時～
19時、㈯7時～18時 1～2歳児〔2019
（平成31）年4月1日現在〕 1歳児6人、
2歳児9人 保育課☎366－7351

社会教育に関するアンケート調査に
ご協力ください
目的市民、社会教育関係団体の生涯学習
活動の状況把握等 ①無作為抽出で選
ばれた市内在住の18歳以上②社会教
育関係団体のうち、全ての文化系団体
アンケート調査票の発送時期 9月中旬ごろ
社会教育課☎366－7462

養育支援訪問事業支援員募集
業務内容 訪問による育児・家事・相談支
援研修日9/27㈮9時～17時 松戸市社
会福祉協議会 保健師・看護師・助産師・
保育士・幼稚園教諭・小中学校教員免許・
ヘルパー等の有資格者、子育て支援員研
修受講者募集人員 20人時給1,160円以上
（職種による） 電話で同協議会☎710－
6686へ

松戸都市計画地区計画八ケ崎二丁目地
区地区計画の変更原案の縦覧
縦覧期間 9/3㈫～17㈫（平日のみ）
縦覧場所都市計画課 同課☎366－7372

北千葉道路の都市計画変更に係る案の
概要縦覧と公聴会
縦覧期間 9/10㈫～24㈫（平日のみ）
①都市計画道路1・3・2号と1・3・3号

の決定、3・1・3号と3・1・4号の変更②
都市計画道路3・4・41号の決定、3・3・7
号と3・4・20号の変更 縦覧場所①県都市
計画課①②市都市計画課公聴会10/14
㈷14時から 市役所議会棟3階特別委
員会室　※公述申出がない場合は、ホー
ムページ等で中止のお知らせをします
公述申出方法 9/24㈫〔消印有効〕までに公
述申出書に意見の要旨を添えて直接また
は郵送で市都市計画課へ 県都市計画
課☎043－223－3376、市都市計画課☎
366－7372

9月の松戸競輪開催日程
本場開催 9/20㈮～22㈰（FⅡナイター・
ガールズケイリン）場外開催 9/1㈰富山
記念（GⅢ）、9/5㈭～8㈰青森記念（G
Ⅲ）、9/6㈮～8㈰久留米（FⅠナイター）、
9/13㈮～16㈷松阪（共同通信社杯GⅡ）、
9/18㈬～20㈮高知（FⅠ）、9/21㈯～24
㈫岐阜記念（GⅢ）、9/26㈭～29㈰京都
向町記念（GⅢ） 公営競技事務所☎362
－2181

講座・講演・催し

さわやかヨガ教室
9/5㈭・19㈭・26㈭各10時～11時 東

部市民センター 各先着30人 各800
円 高校生以上 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」
9/5㈭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

市民活動パソコンスキルUPシリーズ「パ
ワーポイントでプレゼン資料を作る～基
本操作編～」
9/9㈪18時～20時 まつど市民活

動サポートセンター ぱそこん119・三
嶋秀恒氏 先着9人 パワーポイントが
使えるノートパソコン 電話またはEメー
ルで同センター☎365－5522、 hai_
saposen@matsudo-sc.comへ

「松戸っ子おすすめ本」P
ポ ッ プ

OP作品コン
クール
応募期間 9/10㈫～10/4㈮ 市内在住・
在学の小・中学生　※詳細
は図書館ホームページまた
は図書館に設置のチラシを
ご覧ください 同館☎365
－5115

ふれあい教室「朗読をきくかい」
9/11㈬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

住宅リフォーム①相談②市民講座
9/14㈯①10時～13時、14時～16時

②13時～14時 明市民センター 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」
9/14㈯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）
先着10人 ノートパ

ソコン（貸し出しあり）
C
コ ー ド

ode f
フ ォ ー

or M
マ ツ ド

atsudo
ホームページで 文化観
光国際課☎366－7327

なかよし動物フェスティバル2019
9/15㈰10時～15時 イオンモール成

田 千葉県動物愛護センター☎0476－
93－5711、 0476－93－5326

シティー・ミニコンサート～ドイツ・
オーストリアの作曲家たち～
9/18㈬12時15

分～12時45分（11
時30分開場） 市
議会議場 曲目きら
きら星変奏曲（モー
ツァルト）、紡ぎ歌（メ
ンデルスゾーン）他
演奏者 大場温子氏
（ピアノ） 先着150人 当日会場で
生涯学習推進課☎367－7810（演目）、
市議会事務局☎366－7381（会場）

花づくり講習会「さし木とさし芽・宿
しゅっこんそう

根草
で殖

ふ

やしてみよう」
9/20㈮13時30分～15時30分 21

世紀の森と広場パークセンター 上
か ず さ

総
更
さらしな

級公園園芸アドバイザー・白
しらたき

瀧嘉
よ し こ

子氏
先着40人 電話で（公財）松戸みどり

と花の基金☎710－2851へ

講演会「多様な性のあり方を制度に～性
の多様性を前提にした地域づくり～」
9/21㈯14時～15時30分 ゆうまつ

ど すこたんソーシャルサービス代表・
伊藤悟氏、三宅大二郎氏 先着40人
電話またはFAXでNPOディープデモクラ
シー・センター☎701－5350、 050－
3737－9081へ

障害者就労施設等による福祉ショップ
9/24㈫～27㈮各9時30分～15時

市役所1階連絡通路 障害福祉課☎366
－7348

NPO・市民活動よろず相談室「普段の会
議に使えるファシリテーションのコツ」
9/25㈬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

失語症者向け意思疎通支援者養成講座
必修基礎コース〔全9回〕
詳細は千葉県言語聴覚士会ホームペー

ジで 市川市急病診療・ふれあいセン
ター、森のホール21他 県内在住・在
勤・在学で、修了後に失語症者向け意思
疎通支援者としての活動ができる18歳
以上　※修了者は県の名簿に登録 20
人（書類審査あり）
9/14㈯までに、 同会
ホームページの申し込
みフォームまたは電話
で同会☎080－7187－
2524へ

古民家「旧齋藤邸」造形講座～鳥獣戯画
の模写に挑戦しよう！～
9/26㈭10時30分同邸（紙敷588）集

合、15時解散 日本画家・泉晴
せいこう

行氏
先着15人 昼食、飲み物、虫よけスプ
レー 9/19㈭までに、電話で社会教育
課☎366－7462へ

サークル発表会（楽器演奏、踊り他）
9/28㈯10時30分～14時 小金市民

センター 同センター☎343－8641

作ってびっくり！新しい草花あそび
9/28㈯13時30分～15時 21世紀の

森と広場 N
ニ ュ ー

ew草花あそび研究所・相
澤悦子氏 先着24人 電話で同広場管
理事務所☎345－8900へ

※草花の生育状況により作品は変更します。

住まいの終活に関する講演会
10/12㈯13時30分から 市民会館
先着100人 電話で住宅政策課空家

活用推進室☎366－7366へ　

後期危険物取扱者試験
①11/17㈰②11/30㈯ ①日本大学

実
み も み

籾キャンパス（習志野市）
②さわやかちば県民プラザ
（柏市） 甲種6,500円、
乙種4,500円、丙種3,600
円　※詳細は、（一財）消
防試験研究センター千葉
県支部ホームページまたは消防局・各消
防署で配布する試験案内で 同支部☎
043－268－0381

下水道排水設備工事責任技術者共通試験
2020（R2）/1/11㈯ 千葉市総合保

健医療センター 10,000円 10/10㈭
〔消印有効〕 千葉県下水道協会事務局
☎043－245－6112

会議

まつど未来シナリオ会議
9/7㈯13時～17時 市民会館

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

教育委員会会議
9/10㈫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

会場同センター温水プール　対象18歳以上　
料金温水プール入場料（1時間300円、以降30分ごとに150円）
問同センター☎391－5990

教室名 開催曜日
（祝・休日除く）  時間

水中ウオーキング（20分）＆アクアビクス（30分） 月曜 11:00～11:50
水中ウオーキング 火曜 10:00～10:30
水中コンディショニング（水中エクササイズ） 火曜 14:00～14:40

アクアビクス 水曜
   10:00～10:40、    
   11:00～11:40
   （連続参加不可）

土曜 19:00～19:40
エンジョイスイミング（レベル別） 木曜 11:00～11:50
バタフライ集中コース 金曜 14:00～14:50

和名ケ谷スポーツセンター  プール教室のご案内プール教室のご案内

9月14日㈯13時30分～16時　会場市民会館
講師①NPO女性と子どものスペース・ニコ代表・船橋邦子氏
②まつど子ども食堂の会代表・髙橋亮氏、NPOだいじょうぶ理
事長・畠山由美氏、児童養護施設おんちょう園家庭支援専門相
談員・田岡由紀子氏　対象市内在住または福祉関係者　定員先
着1,200人　費用無料　※手話通訳・要約筆記あり。
問（社福）松戸市社会福祉協議会☎368－0503、 368－0203

①基調講演「虐待とDVの関係について」
②シンポジウム「子どもたちのかがやく未来
をつくろう！～子どもの貧困・孤立・虐待防
止に向けた取り組み～」

地域福祉セミナー

同支部
ホームページ

Code for 
Matsudo
ホームページ

大場温子氏

同館ホームページ

同会ホームページ

オシロイバナの
男の子と女の子

エノコログサの
ウサギ
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9月9日は救急の日 　家族や自分が急にけがや病気をしたとき、冷静になれず、どうしたらよいか
困った経験はありませんか。救急車の適正利用などについて紹介します。

救急医療体制
※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

問消防局救急課
　☎363－1145

9月1日～21日は住宅防火・防災キャンペーン

一刻を争う命がそこにある

救急車は適正に利用しましょう
　救急要請場所から最も近い出動可能な救急車が出動しますが、救
急出動が増えると、遠方から救急車が来ることになります。救急車
はみんなで共有する医療資源です。緊急性のあるときに利用しま
しょう。

このような症状のときは、ためらわずに
119番通報してください

民間救急をご存じですか？
　市内の4業者を患者等搬送事業者（民間救急）として認定しています。
救急車を利用するほどでもないが、病院などに連れて行きたいときや、
退院・転院時に車椅子で移動する際などに有料で利用できます。
　詳細は、各事業者にお問い合わせください。

救急現場に消防隊も出動します～P
ピ ー

A
エ ー

連携～
　状況により救急現場にAEDなどの応急処置用資器材を積載した消防隊が出動
し、救急隊と連携して救急・救護・人命救助活動などを行う「PA連携」を実施して
います。
　「救急車を呼んだのに消防車が来た！」と驚くかもしれませんが、消防車には救
急隊員と同じ資格を持つ隊員が乗っています。救急車が到着するまでの間、消防
隊員が応急処置をします。

救急搬送のうち、4割以上が軽症者
　市内には、10カ所の消防署に11台の救急車が配置され、一刻を争うような大け
がや急病での救急要請に対し、救急隊員が日夜救急活動に従事しています。

熱中症に注意しましょう
　9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続きます。こまめに水
分補給をして熱中症予防を心掛けましょう。家の中でも熱中症
になる危険がありますので、風通しを良くしたりエアコンなど
を使ったりして適切な温度を保つようにしてください。頭痛や
吐き気など体調に異変を感じたら、ためらわずに119番通報してください。

救急出動件数の推移
　2018（平成30）年の市消防局の
救急出動件数は26,516件で、1日平
均72.6件、20分に1件の割合で救
急車が出動しました。

救急車による傷病程度別搬送人員構成比
　搬送人員を傷病程度別に見ると、比較
的症状が軽く、入院の必要がないと思
われる「軽症」と診断された人が全体の
45.5%を占めていました。

いざというときのために応急手当を
学びましょう
普通救命講習会（個人対象）の開催予定
　10月18日㈮、11月11日㈪、12月17日㈫、2020（令
和2）年2月13日㈭、3月7日㈯　※時間・会場などの詳
細は、市消防局ホームページをご覧ください。

問松戸市防火・防災協会本会事務局（消防局予防課内）☎363－1114

聴覚・言語障がいがある人も
119番通報できます N

ネ ッ ト い ち い ち き ゅ う

ET119 緊急通報システム登録会 要申込

☎366−0010
テレホン案内サービス

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〕。

　携帯端末の簡単な操作で119番通報できるサービスです。利用には事前登録が必要です（登録会に参加しな
くても、消防局警防課または障害福祉課で登録できます）。
日時9月28日㈯9時から、13時から　会場市役所本館2階大会議室　対象市内在住・在勤・在学で聴覚や言語に
障がいがある人、一度同システムに登録した後に携帯端末の機種変更をした人　持ち物登録する携帯端末（ス
マートフォンまたは従来型携帯電話）、住所が確認できる物

9月20日㈮までに、FAXまたはEメールに住所・氏名・FAX番号・希望日時（午前または午後）・必要な通訳（手話
または要約筆記）を記入して、消防局警防課 363－1140、 mcfdkeibou@city.matsudo.chiba.jp（☎363－
1117）または障害福祉課 362－8283、 mcshougaihukushi@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7348）へ

9月2日㈪ 10時～11時30分　
会場市役所1階連絡通路　内容住宅用防災機器展示、住宅用
火災警報器クイズ（先着でプレゼントあり）、高齢者宅への住
宅用火災警報器取り付け支援の受け付け

◦火災を早く知るために=住宅用火災警報器
◦火災を早く消すために=住宅用消火器、エアゾール式簡易消火具
◦火災を拡大させないために=防炎物品（カーテンなど）、防炎製品（布団・衣類など）
◦火災を出さないために=安全装置付きガスこんろ、安全装置付き暖房機器

敬老の日に住宅用防災機器や防炎品などを
プレゼントしませんか

火災が発生した場合の被害を抑えるために、
住宅用防災機器を設置しましょう

おとな

子ども（15歳以下）

顔

顔

胸

頭

頭

胸や
背中

おなか

おなか

手・足

手・足

◦ 顔半分が
 動きにくい、
 または、しびれる
◦ ニッコリ笑うと
 口や顔の片方がゆがむ
◦ ろれつがまわりにくく、
 うまく話せない
◦見える範囲が狭くなる
◦突然、周りが二重に見える
◦顔色が明らかに悪い　

◦突然のしびれ
◦突然、片方の腕や足に
 力が入らなくなる

◦くちびるの色が紫色
◦顔色が明らかに悪い

◦ 頭を痛がって、
 けいれんがある
◦ 頭を強くぶつけて、出血が 
 とまらない、意識がない、
 けいれんがある　

◦ 激しい下痢や嘔
お う と

吐で
 水分が取れず食欲がなく
 意識がはっきりしない
◦ 激しいおなかの痛みで
 苦しがる
◦ 嘔吐が止まらない
◦ 便に血が混ざる　　　

◦ 激しい咳
せき

やゼーゼーして
 呼吸が苦しそう
◦ 呼吸が弱い　

◦手足が硬直している

◦突然の激しい頭痛
◦突然の高熱
◦支えなしで立てないぐらい
 急にふらつく

◦突然の激痛
◦急な息切れ、呼吸困難
◦胸の中央が締め付けられる
 ような、または圧迫される
 ような痛みが２～３分続く
◦痛む場所が移動する

◦突然の激しい腹痛
◦激しい腹痛が持続する
◦血を吐く
◦便に血が混ざるまたは、
 真っ黒い便が出る

市消防局
ホームページ
「民間救急に

ついて」

中等症
47.9％

重症
6.1％

死亡
0.5％

軽症

45.5％23,63823,638

23,78723,787 24,66324,663

25,38225,382

26,516

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

2014 2015 2016 2017 2018

27,000
［件］

［年］

市消防局
ホームページ

6

●広報まつど　2019（令和元）年9月1日

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、



白バイ、パトカー、シーポックと一緒に記念撮影も

市民会館プラネタリウム室
NAOKO SPACE PLANETARIUM

9月14日㈯ 14時開演（13時30分開場）　
会場同公園マグノリアハウス　
演奏者清水伶香氏（ヴァイオリン）、清水京子氏（ピアノ）
曲目愛の挨

あ い さ つ

拶、チャルダッシュ、アヴェ・マリア他　
定員先着80人　費用無料
※屋外にスピーカーを設置するので、緑と花に囲まれ
　ながら園内で聞くこともできます。
問公園緑地課☎366－7380
　同公園管理センター☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

東松戸ゆいの花公園

マグノリア・コンサート 

清水伶香氏

問同館☎368－1237

会場西口公園（松戸駅下車）　
制服サイズ身長115・125・135・145cmの4サイズの上着と帽子　
定員先着150人（保護者同伴）　費用無料　
※撮影には、各自持参のカメラなどを使用してください。

9月13日㈮〔消印有効〕までに、往復はがきに住所、子どもの氏名・性別・
制服サイズ、保護者氏名、返信用宛名を記入して、〒271－8557松戸市松
戸558の2　松戸警察署生活安全課〔☎369－0110（内線263）〕へ

10月5日㈯13時～15時〔雨天中止〕

松戸まつりで 要申込

子ども警察官になろう！

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！

日時9月28日㈯・29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

A T
テ ッ ク

ech K
キ ッ ズ

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
 9月8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

問都市計画課☎366－7372

適切な屋外広告物でまちの
より良い景観をつくりましょう

　屋外広告物は、経済活動を支えるとともにまち並み景観を構成する重
要な要素です。無秩序な表示・設置は景観を阻害し、優れたデザインの屋
外広告物は地域の魅力向上につながります。

キッズ＆ジュニアアワー

一般投影

9月の番組
投影日9月7日㈯以降の土・日曜、祝日　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

いるか座のおはなし
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

ひとつだけの月
10時30分（文字解説付き）、15時30分（各40分）
内容他の惑星からのお月見

メインテーマ屋外広告物
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

m c t o s h i k e i k a k u @ c i t y .
matsudo.chiba.jpへ 第1回優秀賞　セブンタウン常盤平店

さくら・けやきを意識し、建物の高さや
広告物がコントロールされています。

事業者の皆さんへ
屋外広告物の表示や設置には、原則許可申請
が必要です
　詳細は市ホームページをご覧いただくか、同課に
お問い合わせください。

9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間

まちの風景を素
す て き

敵に彩る広告物を見つけ、推薦・応募しませんか

松戸市景観表彰の候補を募集中

市ホームページ

松戸みどりと花の
コンクール作品募集
　皆さんの自慢の花壇や、花づくりの作業風景の写真を応募してく
ださい。応募者全員に参加賞（チューリップの球根）があります。
応募内容①市内で育てているみどりと花（庭や花壇など）の写真
②花壇づくりや花を育てている作業風景の写真
写真サイズ2L（17.8cm×12.7cm）
部門団体、学校、個人
応募用紙配布場所（公財）松戸みどりと花の基金、市役所（みどりと
花の課・正面玄関・地下玄関）、21世紀の森と広場パークセンター、
東松戸ゆいの花公園、各支所または同基金ホームページで
応募方法9月30日㈪〔必着〕までに、応募用紙に写真（①②合わせて
4枚・過不足不可）・コメント・エピソードを添えて、直接または郵
送で〒271－0065松戸市南花島4の63の5　（公財）松戸みどりと
花の基金（☎710－2851）へ　※詳細は応募用紙をご覧ください。

団体の部

前回の
市長賞

入賞作品

個人の部学校の部

無料！

©NAOJ/NASA

市ホームページ

千葉県警察マスコット
キャラクター・シーポック
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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



総合医療センター歯科口
こ う く う

腔外科外来
は9月5日㈭・6日㈮に、小児脳神経外
科外来は9月13日㈮に休診します
問同センター☎712－2511（代表）

市民公開講座～脳卒中について知ろう～

9月8日㈰10時30分～12時　会場千葉西総合
病院アネックス館講堂（新京成常盤平駅下車）　
講師同病院脳神経外科主任部長・熊井潤一郎氏
他　定員先着300人　費用無料
問松戸市医師会☎368－2255

がん患者・家族「集いの場」要申込
9月18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

認知症予防教室～脳力アップでいき
いき生活～〔全4回〕要申込
9月19日㈭、10月3日㈭・17日㈭・31日㈭各9時
30分～11時30分　会場六実市民センター　
対象六実・六高台地域在住で、全回参加できる介
護認定を受けていない65歳以上　定員先着40人
費用無料
9月2日㈪9時から、電話で六実六高台高齢者

いきいき安心センター☎383－0100へ

健康塾「あなたの骨は大丈夫？～骨粗
そ

鬆
しょう

症・ロコモと骨塩定量検査のはなし
～」要申込
9月25日㈬14時30分～16時（14時開場）　会
場東松戸病院2階大会議室　講師同病院診療放
射線技師　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

地域いきいき講座 要申込
9月26日㈭14時～15時30分　会場稔台市民セ
ンター　内容楽しく食べることから始める介護予
防　講師島村トータル・ケア・クリニック管理栄養
士・小林繁氏　対象高齢者、高齢者を支える人　
定員先着30人　費用無料
電話で明第1高齢者いきいき安心センター☎

700－5881へ

がん患者・家族「緩和ケア教室」
9月27日㈮14時～15時（13時45分開場）　会場
総合医療センター8階特別カンファレンス室（1階
総合案内で入館証を受け取ってください）　内容
痛み止めについて学ぼう～医療麻薬について～
定員先着15人　費用無料
問同センターがん診療対策室☎712－2511（内
　線1025）

健康・かんたん・幸せごはん～野菜・プ
ラス1～「簡単でおいしい料理講習会」
要申込
10月2日㈬10時～13時　会場小金保健福祉セ
ンター　定員先着15人　持ち物エプロン、三角
巾、布巾2枚、筆記用具　費用500円
電話で旬

しゅんさい

菜キッチン・石橋☎346－0261また
は小金保健福祉センター☎346－5601へ

あたまとカラダの健康体操教室要申込

10月から2020（令和2）年3月までの第1木曜、第
3月曜各10時～11時（休日は振替日あり）　会場
馬橋市民センター（11月18日㈪～1月20日㈪
は青少年会館）　対象馬橋西地区在住の、医師
から運動を禁止されていないおおむね65歳以上
定員35人（抽選、初参加者優先）　費用無料
9月23日㈷〔必着〕までに、往復はがきに住所・

氏名（ふりがな）・電話番号を記入して、〒271－
0048松戸市西馬橋広手町40の1秀栄ビル101
馬橋西高齢者いきいき安心センター（☎711－
9430）へ

栗カフェ～みんなの居場所～
10月9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な
ど　定員先着10人程度（入退場自由）　費用無
料　※市危機管理課によるパートナー講座（出前）
「災害に対する備え」を同時開催。
問同センター☎383－3111

地域別講演会「病気になっても自宅で
最期まで暮らすためには」
10月9日㈬14時～15時30分　会場小金市民セ
ンター　内容在宅医療でできること、在宅医療に
おける薬剤師の役割　講師いらはら診療所院長・
苛
い ら は ら

原実氏、友愛薬局薬剤師・秋元義幸氏　対象
市内在住・在勤　定員先着100人　費用無料
 当日会場で
問松戸市在宅医療・介護連携支援センター☎701
　－7533

生活充実講座～作業療法士から学ぶ
イキイキ生活のポイント～〔全5回〕
要申込
10月15日㈫、11月5日㈫・12日㈫・19日㈫・26
日㈫各13時30分～15時30分　会場古ケ崎市
民センター　対象おおむね60歳以上　定員20
人程度（抽選）　費用無料
9月30日㈪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

認知症予防教室〔全5回〕要申込
10月17日㈭・24日㈭・31日㈭、11月14日㈭・21
日㈭各13時30分～15時　会場馬橋東市民セン
ター　内容医師講話、音楽療法、太極拳他　対象
馬橋地域在住のおおむね65歳以上　定員先着
30人　費用無料
電話で馬橋高齢者いきいき安心センター☎374

－5533へ

歯科健康診査を受けられます要申込

期間2020（令和2）年3月31日まで　内容口
こ う く う

腔内
診査と相談　対象成人＝2020（令和2）年3月31
日時点で20歳以上の、市に住民登録をしている
人　妊婦＝妊娠中かつ受診券を持つ、市に住民登
録をしている人　※どちらも現在治療中の人は
対象外。　持ち物成人＝身分証明書
（運転免許証・健康保険証など）　
妊婦＝受診券　費用無料
 直接委託医療機関へ
問中央保健福祉センター☎366－
　7489

松戸市国民健康保険に加入している
40歳～74歳の人は、無料の特定健康
診査を受けましょう①個別健診②集
団健診 要申込
受診場所①委託医療機関②中央・小金・常盤平各
保健福祉センター、東部スポーツパーク、六実市
民センター別館、総合福祉会館　検査内容身体
計測、診察、問診、血圧測定、尿検査、心電図検
査、血液検査、医師が必要と認めた人は眼底検査
持ち物松戸市国民健康保険被保険者証、特定健
康診査受診券（オレンジ色・3つ折り）　受診結果
①約2週間後に各委託医療機関で医師から説明
②約6週間後に市から本人宛てに郵送で通知　
※詳細は同受診券に同封のお知らせまたは市
ホームページをご覧ください。
 ①直接委託医療機関へ②電話で
国民健康保険課☎712－0141へ
問同課☎712－0141

問健康推進課☎366－7489

9月は
健康増進普及月間

　たばこの煙には約4,000種類の化学物質が含まれています。喫煙は、がんだけでなく心疾患・脳卒中などの循環器の病気や、肺炎・
C
シーオーピーディ

OPD（慢性閉塞性肺疾患）などの呼吸器の病気の原因にもなります。

知っていますか？COPD（慢性閉塞性肺疾患）
　たばこの煙などに含まれる有害物質が原因で肺機能が徐々に損なわれ、
せき・たん・息切れなどが起こる病気です。やがて呼吸困難を起こします。

たばこをやめるとうれしい変化（効果）
　禁煙するとさまざまな効果を実感できます。味覚や嗅覚が改善し、食べ
物がおいしく感じられるようになります。せき・たんなどの症状が改善
し、風邪やインフルエンザなどにかかりにくくなります。また、肺機能が
改善し、心臓の病気やがんにかかるリスクが低下します。

吸わない人にも害が発生～受動喫煙～
　受動喫煙により、たばこを吸わない人の体内からもたばこの煙の成分
が検出されます。公共の場所や、妊婦・子どもが周囲にいる環境での喫煙
は控えましょう。

禁煙外来などを上手に利用して、卒煙にチャレンジ！
　禁煙治療が受けられる医療機関を掲載した
「松戸市禁煙外来マップ」を利用しましょう。各保
健福祉センターや各支所内の健康相談室で配布
する他、市ホームページでダウンロードできま
す。各保健福祉センターでは、保健師による禁煙
相談も行っています。

禁煙支援薬局もスタート！
　禁煙をしたい人は、松戸市薬剤師会の認
定を受けた薬局で相談ができます。詳細は、
市ホームページまたは同薬剤師会ホーム
ページをご覧ください。

健康寿命を延ばすために
～たばこについて考えましょう～

まつど健康マイレージ付与…

市ホームページ

委託医療機関
一覧

同薬剤師会
ホームページ

市ホームページ

禁煙相談

禁煙外来
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会場市民会館
　暮らしに役立つ情報を一緒に楽しく学びましょう！
出展団体のパネル展示や実演の他、スタンプラリー・
ぬりえ・食育かるたなどのちびっ子向けイベント、消費
者クイズに加え、今年は消費者啓発出前劇団「コント 
d
で

e げき隊」による楽しい寸劇も開催します。

10月4日㈮14時～15時30分
講師（一社）エシカル協会代表理事・末

す え よ し

吉里
り か

花氏
定員先着60人　費用無料
9月2日㈪から27日㈮の間に、電話またはFAXに氏名・電話番号・

手話通訳・要約筆記の希望の有無を記入して、消費生活課☎366
－7329、 365－9606へ

あなたの消費が世界の未来を変える！あなたの消費が世界の未来を変える！
松戸市消費生活展  くらしフェスタ松戸松戸市消費生活展  くらしフェスタ松戸

◆震災復興支援チャリティショー
★
9/1㈰13:30

松戸市民劇団（松戸探検隊ひ
みつ堂）☎727－7825（月曜を
除く、10時～17時）
◆ハワイアンカーニバル　★
9/8㈰13:00

マハロ・クラブ・神崎☎04－
7175－1770
◆地域福祉セミナー
9/14㈯13:30
（社福）松戸市社会福祉協議会

☎368－0503
◆東京バレエ劇場附属松戸バレ
エ教室　プチ発表会
9/16㈷17:00

東京バレエ劇場附属松戸後援
会・神保☎383－1775
◆まつど生涯学習フォーラム
9/19㈭13:30

生涯学習推進課☎367－7810
◆青少年健全育成＆こどもの未
来応援講演会
9/21㈯13:00

子どもわかもの課☎366－
7464
◆苔

こけやま

山派尺八演奏会
9/22㈰13:00

苔山派尺八楽会・佐々木☎
385－8715
◆葵舞踊百華
9/26㈭11:30

葵会・鳳
おおとり

☎713－5642 
◆松戸市特別支援学級合同学芸
発表会
9/28㈯12:00

河原塚中学校・泉
せんすい

水☎391－
6161

◆歌って健康！歌声コンサート
9/6㈮13:00
会場市民劇場　費用全席自由 
2,000円（前売り1,500円）　※

車椅子などで介助を要する人の
付添人は1人まで半額
◆松戸シティフィルハーモニー管
弦楽団定期演奏会
9/15㈰14:00
会場大ホール　費用全席自由
900円（前売り800円）、高校生
以下・60歳以上500円（当日窓
口のみ）　※未就学児は親子室
へご案内
◆M

マ ス オ

ASUO 1
イレブンス

1th C
コ ン サ ー ト

oncert
10/6㈰14:00
会場大ホール　費用全席自由
700円（前売り500円）　※未就
学児入場不可
◆吉幾三 オン・ステージ2019
11/6㈬14:00　18:30
会場大ホール　費用全席指定S
席7,000円、A席6,000円、B席
5,000円　※未就学児入場不可

◆医療講演会「B型肝炎知って得
する最新の治療～血液検査結果
などから今後の受診・受療につ
いて考える」
9/1㈰13:00
（弁）房総法律・向

こ う ご

後☎043－
225－1461
◆「美

み ゆ う

宙」朗読発表会
9/4㈬13:00

金子☎384－0644
◆歌って健康！歌声コンサート★
9/6㈮13:00

㈱マイソング☎03－5774－
1414
◆松戸川柳大会
9/7㈯13:00

米
よねしま

島☎344－5916
◆ムーンライトコンサート　★
9/7㈯19:00

同コンサート実行委員会☎
090－4924－2016
◆小

こ た に

谷久美子ピアノ音楽教室
2019発表会
9/8㈰13:30

小
こ た に

谷☎705－8112
◆歌謡発表会
9/11㈬10:30

吉田☎363－7557
◆秘蔵っ子カラオケ発表会
9/12㈭10:00

和田☎070－6564－5698

◆市民チャリティーフェスティバル
9/16㈷10:00

理容組合松戸支部・三輪☎
090－3098－2921
◆松戸童謡の会　童謡を歌う（月
例会）　★
9/18㈬13:55

鈴木☎343－6631
◆コンサートと医療・介護の講演
9/19㈭18:30

松戸クラシック音楽を楽しむ
会☎090－1805－2206
◆（公社）松戸法人会青年部会「公
開例会」講演会
9/20㈮18:00

同会☎368－3311（事前申
込制）
◆『沖縄スパイ戦史』上映会　★
9/21㈯10:00、13:15

松戸「沖縄とつながろう！」
会・杉見☎090－3248－3433
（事前申込制）
◆千葉・茨城地区壮

そうしんぎんどう

心吟道大会
9/22㈰9:45

翔
しょうりゅうかい

龍会・佐藤☎344－5914
◆トマ教室 ピアノ・リトミック発
表会
9/23㈷14:30

同教室幼児部・小学部・音楽
部☎366－5528
◆歌謡スタジオ「歌

か れ ん

練」歌謡祭
9/25㈬9:50

同スタジオ☎394－2223
◆県指定無形民俗文化財 万

まんさく

作踊
りおさらい会
9/28㈯13:00

万作踊り松戸保存会・下
しもふさ

総☎
070－5026－7039
◆松戸市文化祭オープニングセ
レモニー「一日文化祭」
9/29㈰13:00

松戸市文化団体連盟・加藤☎
080－5435－2337

◆①体幹美Body②金曜ヨガ
①9/2㈪・9㈪・30㈪各11:10
～12:00② 9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
●ファミリースポーツ教室
9/8㈰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
9/8㈰9:00～13:00　会場新松
戸中央公園　 矢野☎090－
3107－0348
●軽スポーツ教室
9/14㈯9:00～12:00　会場寒
風台小学校　内容カローリング・
ボッチャ他　 内田☎364－
8920
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
9/15㈰9:00～12:00　会場幸
谷小学校　定員先着50人　
倉澤☎347－5314
●スポレク地域祭　軽スポーツ・
カローリング教室＆大会（小金原
地区）
9/15㈰9:00～13:00　会場小金
原体育館　 市村☎342－6190
●スポレク地域祭　グラウンド・
ゴルフ大会（小金地区）
9/15㈰9:00～13:00　会場小
金北小学校　定員先着140人　

堀☎344－1735

●グラウンド・ゴルフ・軽スポーツ
教室
9/21㈯9:00～12:00　会場稔
台小学校　内容カローリング・
ボッチャ他　 髙橋☎363－
3064
◆①骨盤ヨガ②ボールDEリズム
①9月の㈪9:30～10:30②9/3
㈫・10㈫・17㈫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
◆①ピラティス②やさしいヨガ
①9月の㈪10:00～10:50②9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

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）
※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

7㈯ 13:00
「ハラウオラ・フラナオミ」
寺田名保美　芸歴50周年
フラ発表会　★

ハラウオラ・フラナオミ
事務局
☎050－3044－5982

8㈰ 17:00
2019 LIVE TOUR
「S

ス ー パ ー ノ バ

UPERNOVA-03」
～10th～　★

ディスクガレージ
☎050－5533－0888
（平日12時～19時）

13㈮ 18:30 S
シ ド

ID HALL TOUR　2019　★
※13日㈮はFC限定公演

ラウンド・アバウト
☎03－6418－720514㈯ 16:00

15㈰ 14:00 松戸シティフィルハーモニー管
弦楽団　定期演奏会　★

宮城
☎070－4134－1175

16㈷ 18:00 POP☆ダンス ショータイム 19 柳 info@popstudio88
.com

28㈯ 18:00
Iwatani Presents Mariko 
Takahashi Concert vol.43 
2019 MariCovers　★

ホワイトページ
☎03－5570－2803

小
ホ
ー
ル

7㈯ 10:00 PVコンサート 松戸PV音楽教室
☎367－8338

8㈰ 11:30 松戸まつり 素人のど自慢大会
八柱地区予選会

リコー書店
☎385－6300

15㈰ 17:00 トモコバレエアカデミー 発表会 髙倉☎090－7847－
3626（事前申込制）

18㈬ 14:00 ポピュラー琴とアコーディオン
によるチャリティーコンサート

㈱シルバーホームネット・
石田☎090－4134－
7167

21㈯ 13:30 松戸声楽勉強会声楽発表会 同会
☎080－3426－7597

22㈰ 12:30
KSK松戸音楽教室 発表会 同教室

☎303－318315:00
23㈷ 13:00

27㈮ 9:30 松戸市民カラオケ歌謡協会 
秋の歌謡祭

松本
☎090－4742－4792

29㈰ 17:00 スターバレエアカデミー発表会
同アカデミー
☎090－5417－3666
（事前申込制）

内容 出展団体
ゲームにまつわるトラブル 市立松戸高校生物部・ホームプロジェクト部
ホタルの保護で地域環境を考える 小金高校生物部
プラスチックごみをへらそう！ 松戸市消費者の会
裁判と生活とのかかわり 松戸検察審査協会
廃食用油回収してB

ビーディーエフ

DFへ NPO松戸エコマネー「アウル」の会
2030へSDGsをみんなで！ まつど地域活躍塾つながりの会
食の安全は、心の安心に繋

つ な

がる 食の安全安心を考える市民の会
私たちの買い物で変えられる未来 生活協同組合コープみらい千葉県本部
耐震は重要、壊れたら大変だ NPOすまいの応援団
災害に対する家庭での備え R

アールケーユー

KUファイヤーファイターズ
スリムな暮らし、ごみダイエット 生活クラブ生活協同組合・松戸プリムラの会
住みなれた場所で暮らしの安心を NPO東葛市民後見人の会松戸支部
成年年齢が引き下がります 消費生活モニター
地球にも人にもやさしい暮らし方 NPOせっけんの街
架空請求はがきに注意！ 消費生活センター

10月5日㈯10時～17時、6日㈰ 10時～16時

問消費生活課☎366－7329

講演会
合言葉はS

エ ス デ ィ ー ジ ー ズ

DGs !みんなで
考えよう地球の未来 要申込

まつど応援
キャラクター・
松戸さんも
6日に初「出勤」
しまつどぉ～！

展示

※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、翌平日休館）
※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、翌平日休館）
※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、翌平日休館）
※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/

末吉里花氏
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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。

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

白井聖地公園行き季節バスを運行します 運行日9月21日㈯～23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
※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

白井聖地公園墓地の公募は9月30日㈪まで
申込書類配布場所健康推進課、市民課、各支所、行政サービスセンター他
※詳細は申込書類をご覧ください。
問健康推進課☎366－7485

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

㈬、第1・3㈮

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

㈬、第1・3㈮ 電話相談
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2・5㈪
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㈪ 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

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

 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

9月5日㈭・6日㈮・10日㈫・12日㈭・20日㈮・26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

9月13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

10月4日㈮10時～12時　会場子ども読書推進センター　内容「科学
絵本・写真絵本」＆大型絵本　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
9/13㈮ 明市民センター
9/17㈫ 小金原市民センター
9/18㈬ 東部スポーツパーク
9/20㈮ 五香市民センター

日程 会場

9/26㈭ 和名ケ谷スポーツセンター
（分館内）

9/27㈮ 新松戸市民センター

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）

9/10㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
9/17㈫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）
9/20㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
9/25㈬10:30～11:00 ほっとるーむ新松戸
9/26㈭10:30～11:00 矢切公民館
9/27㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
9/27㈮11:20～11:50 根木内こども館

松戸市ご長寿ハッピーコンテスト参加者募集松戸市ご長寿ハッピーコンテスト参加者募集
A健脚部門〔スーパー健脚コース＝往復約10km、
のんびりコース（名所巡り）＝約3kmのウオーキング〕
日時10月26日㈯8時受付開始、8時30分開会式〔雨天中止〕
集合場所江戸川河川敷（松戸駅西口から直進）　
持ち物雨具、飲み物　注意事項●運動ができる服装でお越
しください●準備体操で「笑いヨガ」（約15分）を実施します
●参加者全員に参加賞があります●開会式で最高齢参加者
と夫婦合計年齢最高齢者を表彰します

B川柳部門
　「令和」をお題に自作の川柳を1
人2句まで。応募作品は冊子にし
ます。受賞作品の作者には、A健
脚部門の開会式で表彰状・記念品
を進呈し、作品は10月28日㈪か
ら31日㈭まで市役所1階連絡通路
に掲示します。

共通 対象60歳以上　費用A200円B無料
9月20日㈮〔必着〕までに、はがきに住所・氏名

（ふりがな）・生年月日・年齢・電話番号・Aの希望
のコース・Bの自作の川柳（AかBのどちらかの
みでも可）を記入して、〒271－0072松戸市竹ケ
花74の3中央保健福祉センター内　ご長寿ハッ
ピーコンテスト事務局（☎366－7486）へ

要申込生 涯 元 気 で 寝 込 ま な い ！
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◆パソコン初心者講習「基本操作と名簿
作り」
10/31㈭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） 各先着1人 各2,000円 電
話で同NPO・石井☎703－7284へ
●24式太極拳無料体験会
①9/2㈪・23㈷各14時～16時②9/4

㈬・18㈬・25㈬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
●健康体操無料体験会（ストレッチ、リズ
ム体操等）
9/3㈫・10㈫・17㈫各13時～15時

柿ノ木台公園体育館 50歳以上 各先
着5人 電話で活

い

き活
い

き体操クラブ・関
☎361－2637へ
●小金原歌唱サークル見学会

9/3㈫・10㈫・17㈫各13時～16時
小金原体育館 電話で同サークル・宮崎
☎090－2168－5107へ
●合気道無料講習会
9/3㈫・10㈫・17㈫、9月の㈯各19時

～20時30分 常盤平体育館 小学生
以上 各先着5人 松戸合気道クラブ・
佐々木☎090－1431－0644
●社交ダンス初級者講習会〔全4回〕
9月の㈬18時～20時 小金原市民セ

ンター 1,500円 電話で舞踏会・宮田
☎090－7180－1945へ
●健康体操教室（ストレッチ、リズム体操等）
9月の㈭14時～15時30分 東部ス

ポーツパーク体育館 各先着10人 各
500円 電話で東部健康体操クラブ・
小澤☎392－3055へ
●なぎなた教室
9月の㈮9時～11時 和名ケ谷スポー

ツセンター 各先着10人 電話で松戸
市なぎなた連盟和名ケ谷グループ・布

ぬのかわ

川
☎080－5227－9026へ
◆足裏リフレクソロジー「体験とミニ講座」
9/6㈮・10㈫各10時～12時 市民交流

会館（すまいる） 各先着12人 各300円
電話で足がる隊・川野☎389－1902へ

●健康体操教室（ストレッチ、リズム体操）
9月の㈮14時～15時30分 青少年

会館 55歳以上の女性 先着5人
500円 電話でさわやか体操クラブ・
風
かざはや

早☎346－0332へ
◆司法書士法律相談会
9・10月の㈯10時～15時（10/5を除

く） 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
●松戸まつり新曲講習会
9/8㈰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）
◆モンテッソーリ子育て講座
9/9㈪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
◆成年後見制度の個別相談会
9/9㈪、10/7㈪各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
◆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
9/10㈫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
◆楽しい認知症予防体操・口

こうくう

腔ケア
9/11㈬10時～12時30分 市民会

館 先着40人 電話でNPO人材パワー
アップセンター認知症予防の会かがやき・
岩橋☎364－8820へ

◆うちにも相続税がかかるの!?よくわか
る!!相続税セミナー
9/12㈭9時30分～10時30分 常盤

平市民センター 先着15人 電話でま
つどルポ・髙橋☎710－3577（㈫除く・
昼間のみ）へ
●家庭教育講座①人間性を育てるほめ
方・叱り方②現代に期待される子どもの
育て方
①9/12㈭②10/8㈫各10時～12時
市民会館 各100円 松戸家庭教育

研究会・加藤☎080－5426－3133
◆成年後見・終活無料相談会
9/13㈮10時～13時 勤労会館 （一

社）コスモス成年後見サポートセンター千
葉県支部・イサニ☎701－7701
◆着物地でえりのあるリバーシブルベス
ト作りをしませんか

9/13㈮・21㈯各13時～15時30分
家庭文庫ピッピ（新京成松戸新田駅下

車） 各先着5人 各1,000円 電話で
同文庫・足立☎090－1219－4562へ
◆お寺でお月見
9/13㈮18時～20時30分 徳藏院（日

暮5の270） アメリカ出身・コリーン氏
による尺八演奏 先着200人 当日会
場で 同院・飯沼☎090－8949－7140
◆松戸市母親大会5分科会・全体会「崔

チェ

善
ソ ン エ

愛さんピアノコンサート」
9/14㈯9時45分～15時 森のホー

ル21 先着500人 1,000円 新日本
婦人の会松戸支部☎388－8636
◆剣道無料体験会
9/14㈯15時～16時30分 第二中学

校武道場 先着20人 当日会場で 松
まつ

警
けい

少年剣友会・杉山☎090－4930－0336
●歴史散歩①旧水戸街道を歩く（北松戸～
松戸）②三郷市の中川沿いの史跡を訪ねる
①9/15㈰13時30分JR北松戸駅集

合、16時30分松戸駅解散②10/11㈮
13時30分JR三郷駅集合、16時30分同
駅解散 ①300円②660円 当日集合
場所で 松戸史談会・鈴木☎331－0398
（夜間のみ）
●松戸ゴールデンテニス大会
9/16㈷9時～17時 栗ケ沢公園庭球

場 年齢別懇親試合 市内在住の男性
60歳以上・女性55歳以上 先着108人
1,500円 費用を添えて直接IHSMテ

ニスアリーナ松戸（新京成上本郷駅下車）
へ 松戸シルバーテニス連盟・藤井☎
366－3600
◆市民チャリティーフェスティバル
9/16㈷10時～16時 市民劇場 先

着300人 理容組合松戸支部・三輪☎
090－3098－2921
◆松戸のみどり再発見ツアー「ヒガンバ
ナ咲く里やま風景から巨木の森へ」
9/18㈬9時30分新京成常盤平駅改札

口集合、12時30分現地解散 飲み物、
帽子、長袖・長ズボン、虫よけスプレー
300円（小学生以下無料） 当日集合

場所で 緑のネットワーク・まつど・高橋
☎090－2935－9444
◆手びねり会作品展（陶芸）
9/18㈬～23㈷各9時～21時（初日は

13時から、最終日は16時まで） さわや
かちば県民プラザ（柏市） 同会・吉岡☎
04－7154－3012
●講習会「モノと時間と心の整理」
9/19㈭10時～11時30分、13時30

分～15時 スターツおおたかの森ホール
（流山市） 800円（前売り700円）　※
午前のみ託児あり（要申込） 松戸友の
会松戸方面・鬼

き や ま

山☎090－2443－4704
◆ともしび読書会
9/19㈭10時～12時 ゆうまつど

テキスト『阿
あ み だ

弥陀堂だより』南
な ぎ

木佳
け い し

士著
200円 電話で同会・熊

くま

☎361－5266へ

◆心の境界線を学ぼう「人に合わせて生
きていませんか？」
9/21㈯13時～15時 常盤平市民セ

ンター 先着10人 300円 電話で
ファミリーネット新松戸・小川☎090－
6544－1856へ
◆落語会（春

しゅんぷうてい

風亭昇
しょうや

也・春風亭柳
りゅうじゃく

若）
9/21㈯13時30分～15時30分 常

真寺（大谷口18） 先着60人 1,000円
当日会場で 同寺☎342－1616

●松戸声楽勉強会声楽発表会
9/21㈯13時30分～16時30分 森の

ホール21 同会・五味☎080－3426－
7597（昼間のみ）
◆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
◆いぶきバザー（チャリティーバザー）
9/28㈯①11時～13時②14時～16

時 ①いぶきの広場・療護苑（五香）②
第2いぶきの広場（東平賀）（社福）松の
実会①☎389－1010②☎341－1167
◆社会参加で健康長寿（未病を治

ち

す）
9/28㈯13時30分～16時 千葉大

学柏の葉キャンパスシーズホール（柏市）
先着130人 200円 電話で同大学

柏の葉診療所☎04－7137－8471へ
◆フレンドリーシンガーズ演奏会
9/28㈯13時30分～16時 スターツ

おおたかの森ホール（流山市） 1,000円
電話で生涯現役ときわ会・森☎090－

4968－4740へ
●松戸市長杯カヌー競技大会
9/29㈰9時～14時 坂川放水路（けや

き通橋付近） 約150mのスラロームコー
ス 小学4年生以上の経験者 先着80
人 1,000円（中学生以下500円、市外在
住者2,000円） 9/21㈯までに、FAXで
松戸市カヌー協会・岡村 389－2217へ

◆自然ゆたかな理
り そ う か い

窓会記念自然公園でみ
つけよう！わたしの秋の七草
9/29㈰10時東武野田線運河駅集合、

14時現地解散 先着30人 200円
電話で東葛しぜん観察会・鈴木☎04－
7182－3067へ
●新松戸コール・マミーコンサート～遙

はる

か
な歩み～
9/29㈰14時から スターツおおたか

の森ホール（流山市）『ドゥーニィのヴァ
イオリン弾き』他 1,000円 同合唱
団・橘☎345－8248
●講座「話し上手は聞き上手」〔全2回〕
9/30㈪、10/21㈪各13時30分～15

時30分 常盤平市民センター 2,000
円 電話で松戸話

わ ら く

楽の友・小林☎386－
3710（夜間のみ）へ
◆千葉県生涯大学校浅間台教室園芸コー
スオープンキャンパス①花②庭木③野菜
①10/5㈯②10/15㈫③10/24㈭各

13時～15時 同教室（京成バス上矢切
バス停下車） 同コース未受講の55歳以
上 各25人（抽選） FAXで同教室
711－5066へ
●森で楽しむ音楽会（コカリナ・オカリナ・
ウクレレの演奏）
10/12㈯12時30分～14時30分〔雨

天時翌日〕 囲いやまの森（新京成常盤
平駅下車） 松戸里やま応援団一

い っ き

起の
会・佐竹☎090－9812－5614
●松戸市民剣道大会（個人・団体戦）
10/19㈯9時10分から 運動公園体

育館 市内在住・在勤・在学 1人500
円 9/7㈯13時30分から14時の間に、
直接運動公園会議室で 松戸市剣道連
盟・森重☎080－5671－0911
◆傾聴ボランティア養成基礎講座〔全3回〕

11/8㈮・15㈮・22㈮各10時～15時
新松戸幸谷ふれあいホール（JR新松戸

駅下車） 先着30人 2,000円 FAXで
ハートピアときわ・中村 368－7316へ

●松戸いずみペン習字サークル
第2・4㈬13時～15時 市民会館

月2,000円 1,000円 神﨑☎360－
6629
●稔台スクエアダンスサークルi

あい

i 
㈭14時30分～16時30分 稔台市

民センター 月1,000円 石井☎364
－4739（夜間のみ）
●古希松戸シニアスターズ（軟式野球）
㈪㈬㈮13時～17時 金ケ作公園

69歳以上 先着10人 年15,000円
古
ふるしま

島☎070－6569－7515
●歌謡体操

㈫15時～16時 新松戸市民セン
ター 60歳以上の女性 先着5人
月2,000円 2,000円 小関☎080－
5718－2973
●常盤平トキワクラブ（ストレッチ・リズ
ム運動）
㈬9時30分～11時 常盤平体育館
60歳以上 月1,800円 1,000円

佐藤☎389－4160（17時以降）
●S

サ ン

UN体操クラブ
第1～3㈪9時30分～11時 常盤平

体育館 50歳以上の女性 月2,000
円 500円 高橋☎387－5585
●和名ケ谷レディースバドミントンクラブ
㈬9時～13時 運動公園体育館 月

1,300円 中村☎363－4086
◆健康体操ホップステップ

㈮10時～11時30分 青少年会館
月2,000円 1,000円 堀☎344－

2708

◆水彩画クラブ
第1・3㈬10時～12時 六実高柳老

人福祉センター 年5,000円 中川☎
080－1018－4882
◆親子英語知育サークル プチステラ
平日（要問い合わせ）10時～10時45

分 六実市民センター 未就学児と
保護者 1回950円 長谷川☎385－
7829
◆日の出剣友会（剣道）
㈯㈰13時30分～16時30分 金ケ作

中学校 小学生 月1,000円 1,000円
川上 hinodekentaro@gmail.com

◆和装サークル（着物の着付け）
月1～2回㈮10時～12時 東部ス

ポーツパーク 1回1,000円 中林☎
090－8519－2456
◆気功友の会（練

れんこう

功・楊
よ う め い じ

名時太極拳）
月3回㈭9時30分～11時30分

市民会館 63歳以上 月600円
1,000円 正岡☎388－4664
◆下総居合会（剣術）

㈭19時～21時 東部小学校 月
4,500円 1,500円 吉田 http://
shimousa-iai.com
◆おんがく集団四分休符（吹奏楽）

㈰9時～12時 森のホール21リ
ハーサル室 月1,500円 500円
江坂☎080－9679－0503
◆みのり太極拳（練

れんこう

功十
じゅうはっぽう

八法・八
はちだんにしき

段錦・
導
どういん

引養
ようじょう

生功
こう

等）
㈮18時～20時 稔台市民センター
月3,000円 1,000円 鈴木☎384

－8295

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）
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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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　今年も元気いっぱいのよさこいチーム12チームが参加します！
日時9月15日㈰ 12時～17時
会場幸田第二公園前あんず通り〔雨天時は小金北中学校体育館〕
問同実行委員会・佐藤☎090－1059－9066

幸田よさこい
乱舞には

飛び入り参加も
できます！

　市内の畑でさつまいもの収穫体験と、市内農家の若手が集まる松戸農業青少年
クラブ（4Hクラブ）の採れたて野菜を使ったカレーパーティーで交流しましょう！
日時9月29日㈰ 9時15分市役所駐車場入口前集合、15時解散
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

9月20日㈮〔必着〕までに、FAXまたはEメールに件名「第4回畑婚収穫体験ツアー」・
住所・氏名（ふりがな）・性別・生年月日・年齢・昼間連絡可能な電話番号を記入して、
NPOクリエイティブまつど工房 713－0530、 eno55@ebony.plala.or.jp

（☎090－8946－9554）へ　※本人からの申し込みに限ります。

収穫体験ツアー参加者募集 要申込畑婚

N
ニ ト ロ

ITRO M
マ イ ク ロ フ ォ ン

ICROPHONE U
ア ン ダ ー グ ラ ウ ン ド

NDERGROUND、L
ル ナ

UNA、
A
ア フ ラ

FRA、S
ス ピ ナ

pinna B
ビ ル

-ILL、ダースレイダー、サイプレス上野、
ロベルト吉野、M

マ ー ジ

ARGE（大<オロチ>蛇）、B
ブ ル

ULL C
キ ャ ン プ

AMP、
遊
ゆ う え ん

猿、D
ディーディー

D、三枝博貴、竜
りゅうじん

人-藤井竜太郎-、T
ト ミ イ

OMI-E

MCバトル、3×3バスケ、ダンスバトル、スケートボード

あの有名店の「XPラーメン」も登場。地元のおいしいフードを満喫！

スケートボード、クライミングウオール、トランポリン、ペイン
トアート、ヒューマンビートボックス、ローラースケート、縁日
体験、フワフワ他

　ヒップホップの人気アーティストたちのライブやダンスコン
テスト、子ども向けの体験型ワークショップの数々など、松戸
でストリートカルチャーを思いっきり楽しめる2日間です！

ストリートカルチャーを体験！
〜E

エ ク ス ペ リ エ ン ス

XPERIENCE S
ス ト リ ー ト

TREET C
カ ル チ ャ ー

ULTURE〜

有名アーティストが集結！ヒップホップライブ

受賞チームにはサプライズも！ストリートイベント

おいしいがいっぱい！フードコート

夢中になれる！子ども向け体験型ワークショップ

日時9月21日㈯10時～18時、22日㈰10時～20時
会場松戸中央公園 〔荒天中止〕

問	XP実行委員会・大橋☎090－4700－1277、文化観光国際課☎366－7327

XP
ホームページ

みんなで体験
しよう！！

市内在住の新婚カップル（応募時に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、広報広聴課 mckouhou@
city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

2018（平成30）年11月生
笑いかけると笑顔を返してく
れます♡これからもたくさん
の笑顔で健やかに！

2018（平成30）年12月生
日に日にスクスクと育ってく
れていて毎日が楽しみです！

2018（平成30）年10月生
お姉ちゃん大好きな、愛

あいきょう

嬌たっ
ぷりの食いしん坊の元気な男の
子です。すくすく大きくなぁれ。

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。 安あ
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　東京2020大会出場を目指し、ドミニカ共
和国（世界ランク10位）が日本で戦います。
みんなで応援しましょう！
日本戦の日時 9月14日㈯19時20分から
試合会場横浜アリーナ
※その他の試合日程は、（公財）日本バレー
ボール協会のホームページをご覧ください。

ドミニカ共和国女子バレーボールチームが、「FIVB
バレーボールワールドカップ2019」に出場します!!

同協会
ホームページ

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
の開催まで１年を切りました。この大会で選手に授与
される入賞メダルは、全国のご家庭から回収した使用
済み小型家電より抽出された金属を活用して作られま
す。これは東京2020組織委員会が実施した「都市鉱山
からつくる！みんなのメダルプロジェクト」によるもの
で、松戸市の小型家電の回収量は県内１位の246トンで
した。市民の皆さんのリサイクルに対する意識の高さ
を実感するとともに、協力いただいた方々に感謝した
いと思います。
　さて、松戸市のごみ処理についてですが、メダルプ
ロジェクト以前から資源になるものを分別してリサイ
クルすることで、最終処分量の削減と地球環境負荷の
抑制に努めてきました。ごみを資源化するため、平成
12年に国が容器包装リサイクル法を施行したことを
受け、松戸市では市民の皆さんの協力を得て、その翌
年から現在のごみの8分別を開始し、いち早くごみの
資源化を進めてきました。
　しかし、「リサイクルするプラスチック」の分別をし
ていない自治体もあるため、市外から転入された方の
中には、松戸市の分別が細かいと感じる方もいるよう
です。また、外国の方にはごみの分別が難しく、ごみ
出しに困ることもあるようです。松戸市では、環境に
やさしい街づくり・環境意識向上のため、外国の方に
は「家庭ごみの分け方出し方」の多言語版を配布する
など、今後も市民の皆さんの理解と協力を得ながらご
みの８分別を推進していきます。
　また、市内にある2カ所の焼却施設のうち1施設が来
年3月に老朽化により稼働を終えるため、残りの1施設
ではごみは処理し切れなくなります。処理できないご
みの量は1日当たり数十トン発生することから広域で
の支援を求めたところ、新焼却施設の稼動を計画して
いる令和11年度末までの間、市川市や浦安市などに支
援していただけることになりました。
　松戸市も過去に他市のごみを引き受けたこともあり
ますが、各自治体が必要に応じて支援し合うことは重
要です。今回の支援に感謝し、今後他市からの要請が
あったときには前向きに対応し、助け合っていければ
と思っています。

松戸市のごみ処理とリサイクル

人口と世帯〔2019（令和元）年8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 492,501 人 〔 165 〕 男 244,320 人〔 35〕
世帯 229,147 世帯 〔 211 〕 女 248,181 人〔 130〕

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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