
　秋の恒例行事「松戸まつり」を今年も松戸駅周辺地域で開催します。
松戸を代表する歴史あるお祭りに出掛けませんか。
問松戸まつり実行委員会（松戸商工会議所）☎364－3111、 365－0150
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10月5日㈯10時～10時30分
会場⓭イベント広場
内容聖徳大学附属中学・高校マーチング
バンド部による演奏、テープカット他

10月5日㈯・6日㈰各10時～17時
会場⓬松戸中央公園
内容市民・市内事業所・市内団体の屋台、
ステージイベント

日程 催し物 開催時間 会場

両
日
開
催

MATSUDO STREET DANCE EVENT 「MOVE UP!」 10:00～16:30 ⓬
きてみてまつど通り商店会“でみせ”販売 10:00～17:00 ❶
ちびっ子縁日 10:00～17:00 ❹
まつどマルシェ（商品がなくなり次第終了） 10:00～17:00 ❻
クラシックカー展示 10:00～17:00 ❼
小・中学校観光絵画展、小学生プログラミング体験＆展示会

（6日㈰は16:00まで） 10:00～18:00 ❾
消費生活展（スタンプラリー同時開催）（6日㈰は16:00まで）10:00～17:00 ⓫
東口フェスタ（ステージイベント・出店など） 10:00～17:00 ⓮⓯

10/5
㈯

2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた市の取
組啓発 10:00～17:00 ❺
東口オープニングセレモニー 10:55～11:10 ⓮
電話d

で

e詐欺被害抑止キャンペーン、移動交番、警察の仕事
紹介コーナー 13:00～15:00 ❽
サンバパレード 13:40～14:10 ⓭

10/6
㈰

陸上自衛隊松戸駐屯地イベント（変身コーナー） 10:00～16:00 ❽
クラシックカーショー 14:00～15:00 ❻
オーストラリアフェスティバル～体験しようオーストラリア～ 10:30～16:00 ⓭
素人のど自慢決勝大会 11:50～14:40 ⓮
すぐやる課50周年記念イベント 13:00～15:00 ❿
阿波踊り 14:50～15:50 ⓭

未来にはばたけ！やさシティ、まつど。

10月5日㈯・6日㈰ 
各10時～17時〔雨天決行　※中止になるイベントもあります〕

 会場松戸駅周辺地域

10月5日㈯10時30分～12時〔雨天中止〕
会場⓭イベント広場～❶きてみてまつど通り、
松戸駅東口～市役所
参加団体市消防局音楽隊、市内の小学～高校生

10月5日㈯・6日㈰各10時～17時
会場❻西口デッキ下
内容全国各地の名産品を販売

2019イン松戸まつり

※この他にも、各会場でさまざまな催し物が行われます。

10月6日㈰10時～17時
会場❻西口デッキ下
※募金をした人はスーパーボールすくいが
できます（なくなり次第終了）。
問	県共同募金会松戸市支会
　（地域福祉課内）
　☎366－3019

千葉県共同募金会
オリジナルマスコット
キャラクター「びわぴよ」

赤い羽根共同募金に
ご協力ください
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●来春新入学する小・中学校を選べます
●ゆうまつどフェスタ2019
●松戸クリスマス音楽祭2019
●幼稚園入園案内が始まります
●松戸市プレミアム付商品券販売開始



国や特殊行政法人などの
仕事に対する意見・要望は

行政相談委員へ

総合医療センター総合医療センター
臨時職員募集臨時職員募集

10月1日㈫から
消費税率は10％になりました

軽減税率制度が実施されます

10月7日㈪～13日㈰は行政相談週間

問広報広聴課広聴担当室☎366－1162

問同センター
　☎382－6722

　総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国や特殊行政法人
などの仕事について、市民の皆さんからの意見・要望または困り
ごとなどの相談を受け付け、関係する行政機関と協力して問題
解決に取り組みます。お気軽にご相談ください。　※秘密は厳守
されます。

　詳細は同センターホームページをご覧ください。
看護補助者
勤務時間週5日8時30分～16時30分（病棟により
早出・遅出勤務あり）　※勤務日数・時間相談可。　
時給1,100円
看護事務補助者
勤務時間週5日8時30分～16時　時給1,020円
医療事務
勤務時間週5日8時30分～16時30分　時給1,050円
一般事務
勤務時間週5日8時30分～16時30分、9時～17時（2交替）
時給1,000円
一般事務（障害者対象）
勤務時間週5日8時30分～16時30分　※勤務日数・時間相談可。
時給930円～1,000円　対象身体障害者手帳・療育手帳・精神障
害者保健福祉手帳のいずれかを持つ人

　旧東葛飾旅券事務所（ちばぎん松戸ビル3
階）での申請受付は終了していますので、ご注
意ください。
所在地松戸市松戸1307の1　
キテミテマツド9階（旧伊勢丹松戸店）
申請受付・交付時間月～土曜9時～16時30分
※土曜は交付のみ。
休所日日曜、祝・休日、キテミテマツド
の休館日、年末年始（12月29日～1月
3日）
対象県内に住民登録が
ある人
※詳細は市ホームペー
ジをご覧ください。

　「酒類・外食を除く飲食料品」「定期購読契約が締結された週2回以上発行され
る新聞」は、軽減税率（8%）が適用されます。

　詳細はキャッシュレス・消費者還元事業ホームページをご覧くだ
さい。
軽減税率制度・キャッシュレス決済の準備はお済みですか？
　軽減税率対象品目の取り扱い（販売）がなくても、全ての事業者に関係があります。
問消費税軽減税率電話相談センター☎0570－030－456
中小・小規模事業者のキャッシュレス決済導入を支援します
　対象店舗になるためには、キャッシュレス決済の導入と併せて、同事業加盟店登録
が別途必要です。
問ポイント還元窓口（中小・小規模事業者向け）　☎0570－000－655
消費税の円滑・適正な転嫁にご理解・ご協力を
　「消費税率の引上げに伴う価格設定について（ガイドライン）」を公表しています。
問消費税価格転嫁等総合相談センター☎0570－200－123

①特設行政相談②10月の行政相談（定例）
日時10月①10日㈭10時～12時②28日㈪13時～16時　
会場①市役所本館2階相談コーナー、常盤平市民センター
②市役所本館2階相談コーナー

大気汚染
　主に工場などから排出されるばい煙や自動車の排出ガスなどによって引き起
こされます。　※野焼きなどによるごみの焼却は法律により禁止されています。
環境基準…光化学オキシダント（光化学スモッグの指標物質）を除き、一般局
は基準を達成
水質汚濁
　市内の河川の汚れは、家庭からの生活排水の影響を大きく受ける傾向にあり
ますが、公共下水道の整備が進んだ結果、減少してきています。
環境基準…坂川・新坂川・国分川のBOD（汚濁の指標）は全て達成
※10月1日は「浄化槽の日」です。浄化槽の管理を適正に行いましょう。
地下水・土壌汚染
　汚染地区内で井戸を利用している場合は、水道に転換してください。また、
井戸水を飲用する場合は、定期的に水質検査を実施してください。
　和名ケ谷・稔台・松飛台・紙敷・六実・二十世紀が丘・栗ケ沢・松戸地区で、
有機塩素化合物による地下水汚染が確認されています。
騒音・振動
　騒音に関する苦情は84件ありました（うち工事業関連32件、家庭生活関連
11件）。法・条例による規制を受けない騒音に対しては改善を要請していま
す。一般家庭の間で生じる生活騒音は、当事者間の話し合いで解決するよう
お願いしています。
環境基準…主要道路13地点で実施し、昼間8地点、夜間5地点で達成。道路交
通振動は要請限度（環境省令で定める限度）を4地点全てで達成

市が実施している啓発活動
●冬期の自動車の使用自粛などの大気汚染防止対策
●家庭でできる生活排水対策
●犬のふん迷惑防止看板の配布、地域猫活動の推進
●環境に関するパートナー講座（出前）の開催

環境衛生
空き地…雑草が生い茂り、周囲の生活環境を悪化させている空き地の所
有者などに対し、市が指導や草刈り機の無償貸し出し、草刈り業者の紹
介をしています。
ユスリカ…下水溝や道路側溝などから発生するユスリカは、状況に応じ
て市が駆除しています。
狂犬病予防対策…飼い犬の登録や集合注射などを実施しています。
飼い主のいない猫…不妊・去勢手術の費用を一部助成しています。
地球温暖化対策
　市では、2020（令和2）年度までに、2005（平成17）年度比で11%の
温室効果ガス排出量削減を目標にしています。温室効果ガス排出量の削
減には、市民・事業者・市が一体となった取り組みが必要です。
みどり
　緑豊かな都市環境の形成を図るために、市内の樹林地を対象に保全樹
林地区などを指定しています。また、樹林地の保全・管理を行っている
里やまボランティアを支援しています。

住みやすい街松戸を目指して ～私たちの街の環境レポート～住みやすい街松戸を目指して ～私たちの街の環境レポート～

　2019（令和元）年版「環境の現状と対策（環境白書）」を発行しました。環境保全課・行政資料センター・図書館・市ホームページで閲覧できます。
問環境保全課☎366－7337

 Matsudo City Passport Center

松戸市パスポートセンターは
キテミテマツド9階です

事業者の皆さんへ

問同センター総務課人事係☎712－2511（内線2193）

※必要日数に土・日曜、祝・休日、
年末年始は含みません。

申請内容 必要日数
新規 9日
記載事項変更 9日
査証欄の増補 7日

申請から交付までの必要日数
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●広報まつど　2019（令和元）年10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



児童手当10月期分（6月～9月分）を
10月10日㈭に支給します
問子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

  放課後児童クラブ放課後児童クラブ 新規利用のご案内

市民会館プラネタリウム室
NAOKO SPACE PLANETARIUM

問同館☎368－1237

高校生と赤ちゃんの
ふれあい体験

　市内の全ての公立小学校区に設置され、保護者が迎えに
来るまでの間、遊びや宿題をしながら集団生活をします。
休業日日曜、祝・休日、年末年始
対象保護者が就労などの理由で昼間家庭にいない小学生
月額利用料9,000円（準要保護世帯は4,000円、生活保護世帯は無料）
※就学時健康診断の際に、同クラブについてご案内します。
※各クラブの連絡先などの詳細は、市ホームページをご覧ください。
 12月2日㈪から27日㈮の間に、直接各クラブへ（平日13時～18時）
※12月28日㈯以降に申請した場合は、4月からの利用ができません。
 問子育て支援課☎366－7347

　高校生が命の大切さを学ぶ機会として、乳幼児とのふれあい体験を実施
します。日頃、乳幼児と接する機会が少ない高校生に、貴重な時間を提供し
てくれる親子を募集します。お子さんにとってもいろいろな人と触れ合う体
験になりますので、ぜひご参加ください。

内容抱っこ、おんぶ、ふれあいあそびなど　対象おおむね生後5カ月～
1歳6カ月未満の乳幼児と保護者　定員各回25組程度　持ち物母子健康
手帳、エコー写真（持っている人）、おもちゃ、おむつなど
①10月16日㈬②11月1日㈮までに、申込書をEメールまたはFAXで

子どもわかもの課 ekowaka@city.matsudo.chiba.jp、 366－7473
（☎366－7464）へ
※申込書は子どもわかもの課、各おやこDE広場・子育て支援センターな
どで配布する他、市ホームページでダウンロードできます。

対象平成31年度現況届を提出し、引き続き受給資格があると認めら
れた人、または2019（令和元）年5月以降に転入・出生などにより松
戸市で児童手当の認定を受けた人
子ども1人当たりの支給月額 
 3歳未満 15,000円
 3歳以上小学生以下 10,000円（第3子以降は15,000円）
 中学生 10,000円
※所得制限限度額以上の世帯は、子ども1人当たり月額5,000円。
※金融機関により振り込み時間が異なることがあります。

　理由を問わず、住所地の学区と隣接している学区の学校で、安全に徒歩通学できる範囲
の入学したい学校を選べます。
対象市内在住で、来春小・中学校に入学する新1年生　
手続き11月末ごろに届く入学通知書を、11月29日㈮から12月5日㈭の間（土・日曜を除
く）に、市教育委員会6階会議室に持参、または12月3日㈫〔消印有効〕までに郵送で〒271
－8588松戸市教育委員会　学務課へ　※郵送の場合は市立小・中学校で配布する学校選
択希望票を同封してください。　※詳細は10月以降に配布予定のパンフレット、または
市教育委員会ホームページをご覧ください。　※希望者数が受け入れ可能数を超えた学
校は公開抽選となります。

　特別な理由があり、学区外の学校へ入学を希望する場合は申し立てができます。
申し立ての理由以下のいずれかに該当すること①学区外に転居が決まっている②保護者
の就労のため、親戚に預けなければならない③保護者が事業を営んでいるため、事業所（店
舗など）に帰宅させなければならない④病気などにより住所地の学区の学校への通学が難
しい⑤兄または姉と一緒に通学させたい　※②③は小学校に入学する児童が対象です。　
手続き方法10月上旬から、理由を証明する書類・印鑑・入学通知書（届いている場合）を持
参し、学務課で

※住所地の学区の学校に入学する場合は、手続きの必要はありません。
※市外から転入する新入生は、学務課にお問い合わせください。
※就学相談などは教育研究所（☎366－7600）で受け付けています。

学校選択制

学区外就学申し立て

問学務課☎366－7457

会場 日時

①

市立松戸高校柔道場 10/28㈪・30㈬・31㈭各9:45～10:35、
10:45～11:35、13:20～14:10

県立松戸南高校柔道場
11/  5㈫  9:30～10:15
11/  6㈬11:10～11:55
11/  8㈮  9:30～10:15

② 県立松戸六実高校柔道場 11/13㈬11:50～12:40
※複数回の参加歓迎

参加親子募集 要申込

2020（令和2）年度

希望した学校への
入学通知書を発送

入学通知書が届いてから入学説明会までの流れ

学区外の学校に入学を希望

来春入学予定の新1年生の家庭に、
住所地の学区の学校への入学通知書を発送（11月末ごろ）

申し立ての理由に
該当しない場合

申し立ての理由に
該当する場合

公開抽選

当選しなかった人

入学説明会（1月中旬～2月下旬予定）
※日程などは入学する学校に直接お問い合わせください。

当選した人

抽選会場または市教育委員会
ホームページで結果を発表

住所地の学区の学校への
入学通知書を再発送

「学区外就学申し立て」を利用 「学校選択制」を利用

住
所
地
の
学
区
の
学
校
に
入
学
を
希
望

希望者数≦受入可能数 希望者数＞受入可能数

10月の番組
投影日10月の土・日曜、祝日（26日㈯・27日㈰はハロウィーン特別投影
のため除く）　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

みずがめ座のおはなし
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

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

地球のステージ6～国境なき大地～
　世界中で医療支援活動を続ける医師・桑山
紀彦氏が、紛争・災害・貧困の中で生きる人々
の姿を映像と音楽と語りで伝えます。
 ピース＆ミュージックセッション
　まつど国際文化大使・市内留学生・平
和大使が平和への思いを発表します。会
場の皆さんが参加できる歌もあります。
  平和大使長崎派遣報告会
　今年度の平和大使が活動を報告します。

平和の集い
10月6日㈰13時～16時（12時30分開場）　会場聖徳大学1号館（松
戸駅下車）　定員先着180人　費用無料　※詳細は市ホームページで。

問総務課☎366－7305

市ホームページ

市ホーム
ページ
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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



わが街をきれいにしましょう

秋の市民ぐるみで
クリーンデー

市民活動をサポートします
2020（令和2）年度実施分 協働事業・市民
活動助成事業公開プレゼンテーション審査

都市型介護予防モデル 松戸プロジェクト

問環境業務課指導係
　☎366－7333

　町会・自治会の皆さん、地域の環境美化活動にご
協力ください。
日時10月27日㈰9時～10時〔小雨決行、雨天中止〕
清掃場所お住まいの地域の公園や道路などの公共
スペース　清掃方法「燃やせるごみ」「プラスチック
等のごみ」「ビン・缶・金属類等の資源ごみ」「落葉・
草・小枝」の4種類のごみに分別
※家庭内のごみ（テレビ・冷蔵庫などの電化製品を
含む）は出さないでください。 ※道路の側溝清掃で
出たどぶ泥の処理は、事前申請が必要です。　※臨
時集積所の回収は10時です。10時以降は出さない
でください。

10月20日㈰ 会場ゆうまつど
　各事業の内容や審査時
間などの詳細は、決定次
第、市ホームページでお
知らせします。

 協働事業提案制度とは
　市民活動団体や事業者と市の担当所属が、さまざ
まな地域課題の解決に向けて、事業の企画から実施
までを協力して行う制度です。
 市民活動助成制度とは
　地域課題を解決するための新たな活動の立ち上
げや、既存事業をさらに発展させるための制度です。

 直接会場で
問市民自治課☎366－7062

　年齢や障害の有無にかかわ
らず、楽しみながら交流を深
め合う場「ふれあい広場」が
市内各地で開催されます。
演奏・演芸ステージや各種販
売、遊びコーナーをお楽しみ
ください。

　住民主体で元気づくりの活動をする「通いの場」
などの地域活動に関わっている皆さん、今後の活
動に弾みをつけるため、さまざまな参加者と情報共
有しませんか？ 子ども・障害者関係の居場所づく
りに興味があるという人も大歓迎！
日時10月12日㈯14時～16時30分（13時45分開
場）　会場東葛クリニックみらい（松戸駅下車）　
内容講演、ワークショップなど　定員先着80人
10月4日㈮までに、電話またはFAXに団体名（個

人も可）・氏名（ふりがな）・電話番号を記入して、
同交流会実行委員会・菊

き く た に

谷☎090－7234－2795、
413－0796へ

（社福）松戸市社会福祉協議会
マスコットキャラクター・まっころん

ふれあい広場ふれあい広場
に遊びに来ませんか

「通いの場」交流会 要申込

問男女共同参画課☎364－8778、 364－7888

日時 内容 申し込み・問い合わせ

11/2㈯
13:00～14:30 市 基調講演会「楽しい住まい方見つけました～シニアと学生の異世代ホームシェア～」　

講  NPOリブ＆リブ代表理事・石橋鍈
ふ さ こ

子氏　保 問男女共同参画課☎364－8778

14:45～16:00 市 WSゆうまつどdeカフェ　企同フェスタ実行委員会 問男女共同参画課☎364－8778

11/3㈷
13:30～16:00 民 WS引きこもりの人を抱える家族の方へ～改めてつながる先を探してみませんか？～

企松戸カウンセリングの会
 申電話またはFAXで同会・八

や く わ

鍬
☎ 04－7122－4100へ

14:00～17:00 民 講演会「戦争と女性」　講早稲田大学名誉教授・中原道子氏　費 300円　企房総の会 問同会・土野☎372－4150

11/4㉁

  9:30～13:00 民 パネルディスカッション「食における役割分担を知る」パネル討論会　
講食生活アドバイザー3級・岩崎滋氏　費500円　企数値調理会

 申電話またはFAXで同会・岩崎
☎090－9295－1387、 330－8146へ

10:30～12:00 民 WS『わたし定時で帰ります』を語る　企どんぐりのわ　保 問同団体・神山☎080－5411－3190

13:30～15:30 民 講演会「フェミニストソングを歌って！ 語って！ 笑って！」　
講フェミニストシンガー・石原みき子氏　企まつど女性会議 問同会議・酒井☎080－1064－1735

13:30～15:30 民 WSなぜ我が子を虐待するの？　費500円　企G
ジ ー プ ラ ン ニ ン グ

.Planning 問同団体・浪
な み こ し

越☎346－8557

11/5㈫

10:00～11:30 民 WS産後ママのからだケア　
講理学療法士・塩野里美氏　企NPO子育て支援ぽこら　保

 申電話で同NPO・桑島
☎090－2907－8552へ

10:00～12:30 民
講演会とグループワーク「樋口一葉と与謝野晶子と私たち」　
講NPO松戸市民劇団理事長・石上瑠美子氏　費 500円　
企NPO人材パワーアップセンター

申電話またはFAXでNPO人材パワーアップ
センター・岩橋☎ 364－8820へ

11/6㈬
10:00～12:00 民

WS自分が元気になるコミュニケーションⅡ～怒りとの上手な付き合い方～
講NPOウィメンズサポートオフィス連副代表・生

い く た

田ゆみ氏　
費 700円　企チームきらめき塾’08

 申電話でチームきらめき塾'08・村里
☎361－7164へ

10:00～12:00 民 WS手形アートをつくろう　企まつど一時保育ネットワーク 問同団体・有川☎386－1902

11/7㈭

10:30～12:00 民 WS小学生ママのおしゃべり会“どうしてる？子どもの安全”　
企NPO松戸子育てさぽーとハーモニー　保

 申Eメールで同NPO・火ノ見
event@m-harmony.orgへ

10:30～12:00 民 WSアドラー「勇気づけ」の子育てでHAPPYに！　費 300円　
企ファミリーサポート・勇気づけ　※子どもの同室可

 申電話またはEメールで同団体・戸澤
☎090－7656－8480（13時～18時）、
to.tomm1017@gmail.comへ

11/8㈮ 10:00～13:30

ママジョブカフェ
●就労＆起業おしゃべりCafé☆ママの自立応援ブ～ス　企NPO M

マ マ キ ャ ン

amaCan
●まつど女性就労・両立支援相談、起業相談、ライフプラン相談　企男女共同参画課
●子育て情報提供コーナー　企NPO松戸子育てさぽーとハーモニー、NPO子育てひ
ろばほわほわ、NPO子育て支援ぽこら
●ファミリー・サポート・センター個別相談会　企まつどファミリー・サポート・センター

問男女共同参画課☎364－8778

 市…市が企画　民…市民グループ自主企画　WS…ワークショップ　講…講師名　費…費用（記載がないものは無料）　企…企画団体名　
保…子どもの一時預かりあり。申し込みは各団体へ　申…要事前申し込み

ゆうまつどフェスタ
イベント共通マーク

市
・
民

今年のテーマ 来て・見て・知って　ゆうまつど  男女共同参画の新たな時代に向けて、さまざまなイベントを開催します！

日程11月2日㈯～8日㈮
会場ゆうまつど

名称 日程 会場
問い合わせ
・申し込み
（各地区社協）

小金地区
ふれあい広場 10/20㈰ 小金小学校 小金　　　

☎343－8690

大根掘りと
ふれあい広場 要申込 11/  2㈯ 七右衛門新田歩行者天国

10/9㈬までに、
電話で馬橋西
☎342－9692へ

新松戸地区
ふれあい広場 11/  3㈷ 新松戸市民センター

新松戸　　
☎341－9211

馬橋地区
ふれあい広場 11/10㈰ 第三中学校 馬橋　　　

☎346－2758
さわやか広場
ときわ平 11/17㈰ 常盤平市民センター

常盤平　　
☎387－2723

福祉フェア小金原
ふれあい広場 11/24㈰ 小金原体育館と周辺

小金原　　
☎348－7115

東部地区
ふれあい広場 11/24㈰ 第五中学校 東部　　　

☎391－6581
五香松飛台地区
ふれあい広場 11/30㈯ 第四中学校 五香松飛台

☎386－3411
本庁地区
ふれあい音楽祭 12/14㈯ 市民会館 本庁　　　

☎368－0547

市ホームページ
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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

10/10㈭17時から10/11㈮10時ごろ
まで、消防訓練のため市役所駐車場の
一部が利用できません
財産活用課☎366－7316

和名ケ谷スポーツセンターと図書館和
名ケ谷分館は、設備の点検作業のため
10/13㈰に臨時休館します
和名ケ谷クリーンセンター☎392－

1118、図書館本館☎365－5115

図書館馬橋分館は、馬橋市民センターの
改修工事のため11/18㈪から2020（R2）
/1/4㈯まで臨時休館します
　返却ポストは11/17㈰15時から利用で
きません。休館中、予約本
は本館または他の分館での
受け取りとなるので、専用
フォームで希望施設を登録
してください 図書館本館
☎365－5115

年金生活者支援給付金を支給します
　対象者には日本年金機構から緑色の封
筒が送付されています。請求手続きをして
いない人は、同封のはがきに必要事項を
記入して同機構に返送してください 同
機構給付金ダイヤル☎0570－05－4092

高齢者の居場所や介護予防活動を行う
「元気応援くらぶ」を地域交流の場や活
動の機会としてご利用ください
高齢者支援課地域包括ケア推進担当室

☎366－7343、 366－0991

松戸市の2018（平成30）年度赤い羽根共
同募金の実績は、25,475,937円でした
千葉県共同募金会松戸市支会（地域福

祉課内）☎366－3019

生け垣の新設・改修費用を一部助成
助成額 以下のどちらか低い金額（上限10
万円）●新設費・既存構造物撤去費・既存
生け垣改修費の合計額の2分の1●生け垣
の延長（1m10,000円） 電話で（公財）松
戸みどりと花の基金☎710－2851へ

文化ホール（展示）の使用受け付け
10/9 ㈬10時30分から 同ホール

使用期間 2020（令和2）年1月～3月
区画の種類 市民ホール（300㎡）、ギャラ
リー1～3（各150㎡）　※ギャラリー3は
2020（R2）/1/19㈰まで使用不可 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

松戸都市計画地区計画八ケ崎二丁目地
区地区計画の変更案の縦覧
縦覧期間 10/15㈫まで（平日のみ）
縦覧場所都市計画課 同課☎366－7372

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 12/16㈪縦覧場所
商工振興課 対象店舗 晴

はるやま

山物産ショッピン
グビル 同課☎711－6377

10/15㈫～21㈪は違反建築防止週間
　期間中、市内全域で「一斉公開建築パト
ロール」を実施します。違反建築をなくし、
住みよい街づくりにご協力ください 建
築指導課指導班☎366－7368

従業員の退職金に「建設業退職金共済制
度」をご活用ください
建退共千葉県支部☎043－246－7379

ご存じですか？県労働委員会～雇用のト
ラブル まず相談～
　労働関係トラブルの円満な解決を目指
す「個別的労使紛争のあっせん」を無料で
行っています 同委員会事務局☎043－
223－3735

10月の松戸競輪開催日程
本場開催 3㈭～6㈰千葉記念代替開催（G
Ⅲ）場外開催 11㈮～14㈷前橋（寛仁親王
牌GI）、19㈯～21㈪四日市（FⅠナイター）、
19㈯～22㈷京王閣記念（GⅢ）、23㈬～
25㈮福井（FⅠ）、24㈭～27㈰熊本記念（G
Ⅲ） 公営競技事務所☎362－2181

講座・講演・催し

さわやかヨガ教室
10/3㈭・17㈭・24㈭・31㈭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」
10/3㈭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

ふれあい教室「朗読をきくかい」
10/9㈬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
10/12㈯①10時～13時、14時～16時
②13時～14時 小金市民センター 松
戸住宅リフォーム相談員協議会☎365－
5252

防火・防災フェスティバル
10/14㈷10時～15時 千葉県西部防

災センター 救助工作車展示、はしご車
乗車体験他 同センター☎331－5511

（公社）松戸市シルバー人材センター臨
時入会説明会
10/16㈬10時から 小金市民センター
市内在住で健康な60歳以上 同セン

ター☎330－5005

シティー・ミニコンサート～ピアソラの
世界～
10/16㈬12時15分～12時45分（11

時30分開場） 市議会議場曲目ピアソラ
『鮫』『アディオス・ノニーノ』他演奏者若
山修平（クラリネット）、河上龍太郎（ユー
フォニアム）、高橋優介（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）

野鳥観察会（21世紀の森と広場）
10/19㈯8時30分新京成常盤平駅改

札口集合、11時30分ごろ現地解散〔雨天
時は集合場所で開催可否を決定〕 筆記
用具・観察用具 100円（別途交通費）
当日集合場所で （公財）松戸みどりと花
の基金☎710－2851

瑞
ず い ぼ く か い

墨会書道展
10/19㈯10時～17時、20㈰10時～

16時 小金原市民センター 小金原老
人福祉センター☎344－8270

障害者就労施設等による福祉ショップ
10/21㈪・23㈬～25㈮各9時30分

～15時 市役所1階連絡通路 障害福
祉課☎366－7348

東葛飾地方中学校駅伝競走大会（野田市
総合公園陸上競技場～中部小学校前）
10/19㈯〔荒天時は20㈰〕市内コース

小金北中学校正門～小金中学校入口～
日立製作所～中部小学校前（8～10区）
交通規制10時50分～12時30分（選手通
過時のみ） 保健体育課☎366－7459

NPO・市民活動よろず相談室「盛り上が
るイベントから楽しい話し合いまで活
用できるワークショップのつくり方」
10/23㈬10時～12時 新松戸市民活

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

ふれあいサービス基礎研修・訪問型元
気応援サービス実務者研修〔全3回〕
10/24㈭・31㈭、11/7㈭各9時～16時

30分 松戸市社会福祉協議会 全日程
参加できる市内在住・在勤の20歳以上
先着20人 電話で（社福）松戸市社会福祉
協議会ふれあいサービス☎368－2941へ

古民家「旧齋藤邸」造形講座～竹紙で絵
手紙を作ろう！～
10/24㈭10時30分同邸（紙敷588）集

合、15時現地解散 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 10/16㈬までに、電話で社会教育課
☎366－7462へ

まつど市民活動サポートセンターの催し
①法人運営ノウハウシリーズ「会計・事
務担当者必聴！まずここで聞いてみよ
う！労務税務の話」
②市民社会実践研究会「今さら聞けない
休眠預金のこと、制度の本質を学ぶ」
① 10/26㈯14時～16時②11/9㈯

13時30分～16時30分 同センター
先着①5団体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

マンション管理①個別相談会②セミ
ナー・交流会
10/27㈰①10時～12時②13時～16時
市民会館 ②マンションの防災対策～

管理組合の準備と対応～ ①先着8組
電話またはFAXで千葉県マンション管

理士会☎043－244－9091（平日10時
～17時）、 043－244－9094へ

地域福祉サロン～困ったときはお互い
さま～
10/29㈫10時～12時 松戸市社会福

祉協議会 ボランティア活動のきっかけ
づくり他 先着30人 10/15㈫までに、
直接・電話・FAX・Eメールのいずれかで
地域福祉課☎366－3019、 366－1392、
mccomhukushi@city.matsudo.

chiba.jpへ

DV・児童虐待予防セミナー「夫婦ゲンカに
さようなら～怒鳴らないディスらないコ
ミュニケーションの基本“機

き ち ゅ う は っ さ く

中八策”～」
11/5㈫11時～12時 千葉市生涯学

習センター 86人（抽選） 10/29㈫まで
に、電話またはFAX・Eメールに件名「予
防セミナー」・住所・氏名・電話番号・FAX
番号・Eメールアドレス・性別・手話通訳
の有無（希望者は10/22㈷までに要申
込）・セミナーを知ったきっかけを記入して、
千葉県男女共同参画課DV対策班☎
043－223－2376、 043－222－0904、
kyodo3@mz.pref.chiba.lg.jpへ

水災害防止フォーラム
10/26㈯13時30分～16時30分（13時

開場） 勤労会館 先着140人 10/11
㈮までに、電話またはFAX・Eメールに住
所・氏名・電話番号を記入して危機管理課
☎366－7309、 368－0202、 mckiki
kanri@city.matsudo.chiba.jpへ

社寺を巡る～小金北散策～
10/30㈬9時30分東平賀公園集合〔雨

天時は翌日に延期〕 市内
在住の65歳以上 先着30
人 電話または申し込み
フォームで小金高齢者いき
いき安心センター☎374－
5221へ

県民福祉セミナー
11/14㈭14時15分～15時45分 千

葉県文化会館 先着500人 11/1㈮ま
でに、千葉県社会福祉協議会ホームペー
ジの申し込みフォームまたは申込書を
FAXで同協議会 043－244－5201（☎
043－245－1102）へ　※申込書は同協
議会ホームページでダウンロード

こども発達セミナー「食べる楽しさと
機能発達」
11/28㈭10時30分～12時 ふれあ

い22 先着120人 ふれあい22で配布
または市ホームページでダウンロードでき
る申込用紙に必要事項を記入して、郵送
またはFAXで〒270－2218松戸市五香西
3の7の1　松戸市健康福祉会館、 383
－5522（☎383－0022）へ

会議

市民ワークショップ「未来のまつど」
10/9㈬19時～21時、10/12㈯13時

30分～16時30分 市役所議会棟3階特
別委員会室傍聴定員各先着5人（各30分
前から受け付け） 政策推進課☎366－
7072

教育委員会会議
10/10㈭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

総合教育会議
10/10㈭13時30分から 京葉ガスF

松戸ビル5階会議室（傍聴は13時20分ま
で受け付け） 政策推進課☎366－7072

住生活基本計画懇談会
10/16㈬10時から 市役所新館7階

大会議室傍聴定員先着10人（9時30分か
ら9時45分まで受け付け） 住宅政策課
☎366－7366

空家等対策協議会
10/16㈬13時30分から 市役所新館

7階大会議室傍聴定員先着10人（13時か
ら13時15分まで受け付け） 住宅政策課
空家活用推進室☎366－7366

介護保険運営協議会
10/24㈭14時から 市役所新館7階

大会議室 傍聴定員 先着10人（13時45分
から受け付け） 介護保険課☎366－7370

専用フォーム

申し込み
フォーム
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世界最高峰のオーケストラメンバーによる
底抜けに楽しいオーストリア民族音楽

ウィーン・フェスタMATSUDO
松雲亭コンサート要申込
①チェロと尺八　和洋の楽器を楽しむコンサート
②クリスマスハープコンサート

ヴァイオリンとチェロの調べ

松戸観光案内所コンサート要申込

日本のトップオーケストラ・読響がドヴォルザークの名曲を披露

華麗なる“新世界”

お寺でクリスマスコンサート要申込

	講演会
①新しい貝の花遺跡の姿②縄文の美を楽しむ～海辺の縄文文化～
10月①19日㈯②26日㈯各13時～15時
会場同館講堂　講師①同館学芸員②東京国立博物館教育講座室長・井出
浩正氏　定員①先着80人②80人（抽選）
①当日会場で②10月10日㈭〔必着〕までに、市立博物館ホームページま

たは往復はがき（1人1枚）に郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
返信用宛名を記入して、〒270－2252松戸市千駄堀671
松戸市立博物館「10/26歴史を語る3」係へ
※一時預かり（6カ月～小学2年生、無料、電話または
同館ホームページで同館に要申込）あり。

学芸員による展示解説会
10月13日㈰、11月16日㈯・24日㈰各14時30分～15時
会場同館企画展示室

当日会場で

　縄文時代中期～晩期（約4,500～3,000年前）の
集落遺跡である貝の花遺跡（小金原）の出土品の数々
を展示。発掘調査報告書が刊行された1973（昭和
48）年以降の研究によって明らかにされた、遺跡の新
たな姿を紹介します。

11月12日㈫16時30分～17時45分、
19時30分～20時45分（各開演30分前開場）
会場松戸商工会議所（松戸駅下車）
出演ヴァイスバッヒャー・ブラス・ウィーン

（ウィーンフィルハーモニー管弦楽団管打楽器
奏者によるブラスムジークアンサンブル）
費用6,500円（軽食・ワンドリンク付き）　チケット購入先森のホール21チケッ
トセンター☎384－3331（10月2日から販売、1人4枚まで）
問松戸駅周辺商業協同組合☎365－0100

11月16日㈯14時開演（13時30分開場）　※未就学児入場不可。
会場森のホール21大ホール
曲目チェロ協奏曲、交響曲第9番「新
世界から」　出演読売日本交響楽団、
小林研一郎（指揮）、伊藤悠貴（チェロ）
費用S席4,500円、A席3,500円
チケット購入先森のホール21チケット
センター☎384－3331、チケットぴあ☎0570－02－9999、ローソンチケッ
ト☎0570－000－407、CNまつど☎330－1878、Ro-Onチケット☎365－
9960、イープラス https://eplus.jp

11月24日㈰14時開演（13時30分開場）
会場平潟神社（松戸）　出演谷

た に ぐ ち

口亜美（ヴァイオ
リン）、豊原さやか（チェロ）　費用無料
問平潟自治会・三澤☎090－4521－7090

12月8日㈰14時開演（13時30分開場）
会場松戸観光案内所（松戸駅下車）
出演石川寛子（ヴァイオリン）　費用500円

電話で松戸観光案内所☎703－1100へ

10月5日㈯～11月24日㈰
会場同館企画展示室　開館時間9時30分～17時（入館は16時30分まで）
休館日月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）　費用無料

同時開催 e
エ コ

co生活事始め～考古資料から見た上手な資源の使い方～
問（公財）千葉県教育振興財団文化財センター☎043－424－4850

縄文貝塚 貝の花遺跡

松戸クリスマス音楽祭2019

市立博物館　館蔵資料展

旧齋藤邸祭り

街角に素
す て き

敵な音楽が流れる
「音楽の街・松戸」を目指して

11月23日㈷
①11時開演（10時30分開場）
②14時開演（13時30分開場）
会場戸定が丘歴史公園内松雲亭
出演①ローベック穹

きゅうめい

盟アーミン（チェロ・尺八）
②小橋ちひろ（ハープ）　費用各500円

電話で松戸駅周辺商業協同組合☎365－0100へ

11月10日㈰～12月25日㈬

問同館☎384－8181

貝の花遺跡で発見された土偶
（撮影：小川忠博）

10月26日㈯10時～14時30分
〔荒天時は内容が一部変更・中止になる場合あり〕
会場旧齋藤邸（紙敷588）　費用無料
※公共交通機関をご利用ください。
問社会教育課社会教育班☎366－7462

新
八
柱

東松戸駅からの
ルート

レンタカー店

眞隆寺
卍

J
R
武
蔵
野
線

東
松
戸
駅

新鎌
ケ谷

北総
線

旧齋藤邸

東松戸駅から徒歩約 15分案内図

ウィーンフィルメンバーによる昨年の演奏

石川寛子氏

13時～14時（12時30分開場）
出演彦坂眞一郎、彦坂優太、彦坂僚太、神

じ ん ぼ

保佳祐
定員先着40人

その他の催し物
◦周辺の遺跡に触れよう！◦古本から松戸ゆかり
の美術を知ろう！◦絵画・写真展◦絵手紙製作体
験◦竹紙漉

す

き体験◦機
は た

織り体験◦竹林アートギャ
ラリー◦アロマハンドマッサージ体験◦軽食・野
菜販売（有料）

メインプログラム

サクソフォーン四重奏

彦坂眞一郎氏

彦坂僚太氏

彦坂優太氏

神保佳祐氏

　世界的に活躍するピアニスト、
モナ・飛鳥のピアノリサイタルを
松戸市で開催します。

10月19日㈯14時から　会場森のホール21小ホール
曲目モーツァルト『ピアノ・ソナタ第16番ハ長調K.545』『ピアノ・
ソナタ第12番ヘ長調K.332』　ベートーヴェン『創作主題による
32の変奏曲ハ短調』　ショパン『バラード第1番ト短調Оp.23』

『夜想曲Оp.15第4番ヘ長調/第5番嬰ヘ長調/第6番ト短調 』
リスト『「リゴレット」による演奏会用パラフレーズS.434』　
費用全席自由3,500円（前売り3,000円）　※未就学児入場不可。
問アンコーラ☎080－9987－4866

モナ・飛
ア ス カ

鳥  
ピアノリサイタル

ミュンヘンからの帰還
国登録有形
文化財

12月15日㈰14時開演（13時30分開場）
会場吉祥寺（根本）　出演松戸響かせ隊
費用1,000円（中学生以下500円）

電話で松戸駅周辺商業協同組合
☎365－0100へ 小原由起子氏

（キーボード）
小原裕樹氏

（トランペット）

この他にもたくさんのコンサートがあります
　松戸駅周辺の店舗やデッキ上のステージなどで約60回
のコンサートが開催されます。詳細は松戸クリスマス音楽
祭ホームページ、または10月中旬から松戸観光案内所や
駅周辺の店舗で配布するパンフレットをご覧ください。

同館ホームページ

松戸クリスマス
音楽祭ホームページ

小橋ちひろ氏ローベック穹盟
アーミン氏

小林研一郎氏
Ⓒ読売日本交響楽団

伊藤悠貴氏
ⒸCharlotte Fielding

豊原さやか氏谷口亜美氏
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認認定こども園　	 施設型給付を受ける幼稚園

園名 所在地
開園時間

（預かり保育時間を含む）長期休暇中の
預かり保育等

市独自の預かり
保育料助成対象
（詳細は左記）

電話番号
	開始時間 終了時間

聖ミカエル幼稚園 松戸1126 8:00 18:00 8:00～18:00 － 362－0484
清風幼稚園 馬橋2547 9:00 17:00 － － 341－2469
矢切幼稚園 下矢切140 8:00 17:00 8:00～17:00 － 362－4586
常盤平幼稚園 常盤平2の21 8:20 17:00 － － 387－5724
東漸寺幼稚園 小金359 7:30 18:30 7:30～18:30 ○ 347－8001
ひので幼稚園 常盤平7の18の2 8:00 19:00 9:30～12:00 － 387－7578
みやこ幼稚園 松戸新田516 7:30 18:30 7:30～18:30 ○ 367－3101
栴
せんだん

檀幼稚園 認
（松戸認定子ども園） 常盤平2の31の2 7:00 19:00 7:00～19:00 － 387－0875

高木幼稚園 五香8の1の9 8:30 18:00 9:00～17:00 － 387－4809

あさひ幼稚園 五香西1の19の2 7:45 18:00 8:00～18:00 2020（令和2）
年度開始 387－6254

北部幼稚園 根本190 8:30 18:00 9:30～18:00 － 367－3121
高塚わかば幼稚園
※2020（令和2）年度から 高塚新田144 8:00 18:00 9:00～17:00 － 392－2681

聖徳大学附属幼稚園 岩瀬550 7:00 19:00 7:00～19:00 ○ 368－6135
二
ふ み が お か

三ヶ丘幼稚園 二ツ木1692 7:30 18:30 7:30～18:30 ○ 341－4548
松戸みどり幼稚園 仲井町1の32の1 7:30 18:00 8:30～17:00 － 362－6761
むつみ幼稚園 六高台3の50 8:00 18:00 8:30～18:00 － 387－1706
さつき幼稚園 金ケ作145の1 8:30 17:00 － － 710－0181
大勝院幼稚園 大谷口143 7:45 17:45 8:00～18:00 ○ 344－2100
いわさき幼稚園 西馬橋2の6の23 7:30 18:30 7:30～18:30 ○ 342－8706
松戸いずみ幼稚園 上本郷2794 8:20 17:00 － － 363－3289
北松戸さつき幼稚園 北松戸3の6 8:00 18:00 8:00～18:00 － 362－1748
八
はっしょう

照幼稚園 八ケ崎1032の1 8:30 14:45 － － 341－1192
千駄堀栴

せんだん

檀幼稚園
※2020（令和2）年度から認

千駄堀1865 7:00 19:00 7:00～19:00 － 341－6882

本源寺幼稚園 大橋766 7:30 18:30 7:30～18:30 ○ 391－8592
みやおか幼稚園 小金原3の11 7:30 18:30 7:30～18:30 ○ 341－6563
聖徳大学附属第二幼稚園 小金原7の14 7:00 19:00 7:00～19:00 ○ 341－6598
さかえ幼稚園 栄町4の252 7:30 18:30 7:30～18:30 ○ 361－0532
まるやま幼稚園 大橋372 7:30 18:30 7:30～18:30 ○ 330－8555
明和幼稚園 稔台2の35の10 7:30 19:30 7:30～19:30 ○ 363－4012
高塚幼稚園 高塚新田295の3 7:30 18:30 7:30～18:30 ○ 392－6955
八柱幼稚園 千駄堀1485の15 7:30 19:00 7:30～19:00 ○ 385－2557
牧の原栴

せんだん

檀幼稚園 認
（東京認定こども園） 牧の原2の5 7:00 19:00 7:00～19:00 － 385－0907

金ケ作幼稚園 金ケ作306の66 7:30 18:30 7:30～18:30 ○ 385－3050
かきのき幼稚園 三矢小台5の13の4 7:30 18:30 7:30～18:30 ○ 365－5656
北丘幼稚園 五香7の19の1 9:40 17:30 － － 385－4335
新松戸幼稚園 新松戸3の256 7:30 18:30 7:30～18:30 ○ 344－4199
第二かきのき幼稚園 新松戸5の191 7:30 18:30 7:30～18:30 ○ 345－4722
専修大学松戸幼稚園 上本郷2の3621 9:00 17:30 9:00～12:00 － 365－1821
いわさき第二幼稚園 旭町2の300 8:45 17:00 9:00～12:00 － 346－3164
はなみずきこども園 認 常盤平3の25の2 8:30 17:30 8:30～17:30 － 383－8731
耀
かがや

きの森幼児舎 認 紙敷1080の1 8:00 17:00 8:00～17:00 － 710－0002
野菊野こども園 認 野菊野5 8:30 17:30 8:30～17:30 － 365－8385
小金西グレースこども園 認 新松戸北2の11の3 8:30 17:30 8:30～17:30 － 345－4994
さわらびこども園 認 栄町3の185の1 9:00 18:00 9:00～18:00 － 362－1530
さわらびドリームこども園認 栄町3の185の1 9:00 18:00 9:00～18:00 － 703－3838
認定こども園　風の丘 認 大橋300の1 9:00 17:00 9:00～17:00 － 375－8440
北小金グレースこども園 認 殿平賀200の11 8:30 17:30 － － 348－3880

願書配布10月15日㈫から　願書・入園受け付け11月1日㈮から　※あさひ幼稚園・大勝院幼稚園・みやおか幼稚園の日程は、各園に直接ご確認ください。

	問幼児教育課☎701－5126幼稚園入園案内 が始まります2020（令和2）年度

働いていても幼稚園を
選べます

松戸市は独自に預かり保育料の助成
を25,000円増額しています
　幼稚園の通常保育時間（おおむね9時～
14時）以外に園児の保育を行う「預かり保
育」には、別料金がかかります。この料金に
対し、幼児教育無償化による国の助成に加
えて、松戸市は独自に月額最
大25,000円を助成します（右
表の○印の園のみ）。詳細は市
ホームページをご覧ください。
問幼児教育課☎701－5126

駅前に設置された「送迎保育ステー
ション」から幼稚園に通えます
　小規模保育施設に通っていた子も、生活
パターンを変えずに幼稚園を
利用できます。設置されてい
る駅や対象の幼稚園などの
詳細は、市ホームページをご
覧ください。
新年度利用受付開始日10月18日㈮

（幼稚園単願の人のみ10月10日㈭から）　
※定員があります（先着順）。
問保育課☎366－7351

　詳細は各幼稚園にお問い
合わせください。松戸市私
立 幼 稚 園 連 合 会 の ホ ー ム
ページもご覧ください。

手続き・
保育料
など

入園決定後、
幼稚園を通じ
て「施設等利
用給付認定」
の申請を行っ
てください

入園決定後、市に
「支給認定」の申
請を行ってくださ
い

入園
申し込み

希望する各園に直接申し込んでくだ
さい（各園による選考があります）

園を選択 幼稚園

認定こども園（幼稚
園部分）・施設型給
付を受ける幼稚園
※表の 認と の園

入園手続きの流れ

子ども読書推進センターからのお知らせ

10月3日㈭・4日㈮・8日㈫・10日㈭・18日㈮・22日㈷・24日㈭・25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

10月11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

11月1日㈮10時～12時　会場子ども読書推進センター　
内容日本の昔話絵本＆冬におすすめの本　
対象小学校で読み聞かせ活動をしている人　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
10/11㈮ 明市民センター
10/16㈬ 東部スポーツパーク
10/18㈮ 五香市民センター
10/22㈷ 小金市民センター

（分館内）

日程 会場

10/24㈭ 和名ケ谷スポーツセンター
（分館内）

10/25㈮ 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）

10/  8㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
10/15㈫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）
10/18㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
10/23㈬10:30～11:00 ほっとるーむ新松戸
10/24㈭10:30～11:00 矢切公民館
10/25㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
10/25㈮11:20～11:50 根木内こども館

	共	通 	費用無料　  子ども読書推進センター☎331－0077

※終了時間が曜日によって異なる園があります。

市ホームページ

市ホームページ

同連合会ホームページ
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①握り寿司と細巻きの極意を学ぶ～シャリ切り・鰯
いわし

の手さばき・握り体験～

11月16日㈯10時～13時　会場花車別館（新京成五香駅下車）　対象市内在住･在
勤・在学の18歳～45歳優先　定員15人（抽選）　費用1,500円

②縁結びサポート事業「恋の一歩にクラフトワークス♪～大人の工作☆レジン婚～」

11月23日㈷14時～18時　会場松戸駅周辺（集合場所などの詳細は後日参加者に
連絡します）　対象28歳から45歳までの独身で、市内在住･在勤または将来松戸市
に転入予定の人　定員男女各21人（抽選）　費用男性4,500円、女性3,500円

③挑戦！はじめてのボルダリング体験

11月30日㈯12時～14時　会場クライミングパーク「カルチェロッシュ」（馬橋駅
下車）　対象市内在住･在勤・在学の16歳～45歳優先　定員20人（抽選）　
費用300円

問青少年会館☎344－8556

共通  10月①27日㈰②28日㈪③11月5日㈫までに、ちば電子申請
サービスまたはEメールに講座名（①「寿司」②「レジン婚」③「ボルダリ
ング」）・住所・氏名（ふりがな）・性別・年齢・昼間連絡可能な電話番号・
②のみ生年月日を記入して、同館 mckozas@city.matsudo.
chiba.jpへ　※②は本人からの申し込みに限ります。

青年講座・縁結びサポート事業青年講座・縁結びサポート事業 要申込 成年後見制度普及啓発講演会成年後見制度普及啓発講演会
～なるほど納得！成年後見～

　成年後見制度って？お金の管理や契約が難しくなったら？
そんな疑問を、社会福祉士が解消します。

日時10月27日㈰13時30分～15時　
会場市民会館　
講師（社福）市川市社会福祉協議会・山﨑泰介氏
定員先着100人
費用無料　※手話通訳・要約筆記あり。
 当日会場で
問高齢者支援課☎366－7343、 366－7748
　障害福祉課☎366－7348、 366－7613

10月26日㈯
14時～16時（13時30分開場）
会場同オフィス
講師H

ホ ー ム

ome t
ト ゥ

o w
ワ ー ク

ork代表・粂
く め い

井優子氏
定員先着20人
費用無料　※セミナー終了後にお茶会
（申し込み不要）を予定しています。
 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

松戸スタートアップオフィス起業・創業セミナー

勤労会館   ふれあい教室ふれあい教室  要申込
10月①16日㈬②23日㈬ 各19時～20時30分

会場同館　対象市内在住・在勤の勤労者または就職を希望する人
定員各20人（抽選）　持ち物筆記用具　費用無料
10月8日㈫〔必着〕までに、直接または同館ホームページのお問

い合わせフォーム・往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号・性別・就労の有無・講座名・返信用宛名を記入して、〒271－
0077松戸市根本8の11 勤労会館（☎365－9666）へ

②「快眠」で充実人生を
睡眠の仕組み、食事・メンタルヘル
スとの関連性や改善のための取り
組みを紹介します

①生涯現役！「シナプソロジー」を体得し
て脳

のうりょく

力UP
左右異なる動作で脳に刺激を与え、認知
機能や運動機能を向上させます

ビジネスコース
「中高年＆一般コース」

同館ホームページ

共通 費用記載がないものは無料
10月8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・電話番号・返信用宛名・手話通訳および要約筆記の希望の有無と、
一時預かりを希望する場合は子どもの氏名（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（☎367－7810）へ

※市民大学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。
※往復はがき・申し込みフォームでの申し込みが困難な場合は、FAXでも受け付けます（ 360－0945）。
※定員に満たない場合は、10月9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。

にじいろ☆クローバー
「今こそチェンジ！キ令

レイ

和
は

つくれる！」〔全3回〕

会場新松戸市民センター　定員20人（抽選）　
持ち物②エプロン、タオル2枚（手拭き・食器拭き用）　費用②800円 
※一時預かりあり〔6カ月～就学前、10人（抽選）、要申込〕。 

日時 内容
①10/24㈭10:00～12:00 キレイなボディラインを目指してフラダンス

②10/31㈭10:00～13:00 からだの中から美しくオーガニックヘルシーメニュー
③11/  7㈭10:00～12:00 美部屋にチェンジ！整理収納術

松戸で野球を語ろう会「松戸で知ろう!!“野球の醍
だ い ご み

醐味”」〔全3回〕

会場文化ホール　定員30人（抽選）

日時 内容
10/29㈫13:30～15:30 日本のプロ野球の進み方
11/  5㈫13:30～15:30 野球界の構造について
11/12㈫13:30～15:30 松戸市で野球を盛り上げるためには？

『更級日記』の世界～上
か ず さ の く に

総国（市原市）から上
じょうらく

洛千年紀～〔全3回〕
10月26日㈯、11月2日㈯・16日㈯各13時～14時30分　会場同大学新松
戸キャンパス（JR新松戸駅下車）　講師同大学経済学部准教授・髙橋由

ゆ き

記
氏、法学部教授・和田律子氏他　定員500人（抽選）　※電話申し込み可。

流通経済大学連携

人権現地学習会〔全4回〕
11月①8日㈮②15日㈮④29日㈮各13時30分～15時30分③22日㈮9時
～16時　会場①④文化ホール②現地集合・解散③市民劇場前集合・解散
内容①予習「人権問題とは？」「同和問題・ハンセン病問題」②現地学習会「東
京都中央卸売市場」③現地学習会「東村山市多磨全生園」④復習「振り返り
ワークショップ」　講師①多文化共生・人権ネットワーク代表・市川正

ま さ ひ ろ

廣氏、
社会教育主事・櫻井茂氏②東京都中央卸売市場職員③I

イ デ ア

DEAジャパン理事
長・森元美

み よ じ

代治氏④社会教育主事・櫻井茂氏　定員30人（抽選）

申し込みフォーム

人権講演会「人の痛みに共感できる感性を～人権と
は、誰の足も踏まない、誰にも自分の足を踏ませな
いこと～」
10月24日㈭13時30分～15月30分　会場市民会館　
講師作家・落合恵子氏　定員100人（抽選）

市民大学講座 要申込 市民自主企画講座 要申込
　身近なことや松戸の歴史について学んだり、仲間づくりをするための講座
です。生涯学習推進課の講座に参加した学習団体が、自ら学んだ成果を講座
という形で地域に還元するために開催しています。

秋の講座

落合恵子氏
©神ノ川智早

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

☎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〕。

要申込ちば電子申請
サービス

山﨑泰介氏

同オフィス
ホームページ

粂井優子氏
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総合医療センター各診療科外来は、
以下の日程で休診します
皮膚科外来10月11日㈮・18日㈮　
小児脳神経外科外来10月11日㈮・25日㈮　
眼科外来10月24日㈭・25日㈮
問同センター☎712－2511（代表）

食からはじめる健康セミナー
「野菜コース・秋」要申込

時間10時～13時　内容講話と調理実習　対象
市内在住の20歳～59歳　定員各先着20人　持
ち物エプロン、三角巾、布巾2枚、手拭きタオル、
筆記用具　費用無料　※一時保育あり（2歳以上、
要申込）。
10月1日㈫9時から、電話で各会場へ

健康のための講演会「在宅医療、地域サ
ポート医」「高齢者の肺炎」要申込
10月17日㈭13時30分から　会場明市民セン
ター　講師高田外科胃腸内科院長・高田丈

たけし

氏他
定員先着100人　費用無料
電話またはFAX・Eメールに町会名（加入者の

み）・氏名・電話番号・参加人数を記入して、明
第2東地区社会福祉協議会☎ 360－2122、
akira2higashi@matsudo-shakyo.comへ

がん患者・家族「集いの場」要申込
10月23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

食からはじめる健康セミナー「ロコモ
予防コース」〔全2回〕要申込
10月①24日㈭②31日㈭各10時30分～12時　
会場常盤平保健福祉センター　内容講話と①ロ
コトレ②試食　対象市内在住の20歳～64歳　
定員先着25人　持ち物①動きやすい靴　費用
無料
10月1日㈫9時から、電話で同センター☎384

－1333へ

松戸市高齢者虐待防止ネットワーク
市民向け講演会「高齢者虐待と認知症
～予防するために～」要申込
10月26日㈯14時～15時30分　会場馬橋市民
センター　講師いらはら診療所在宅医療部長・
和田忠志氏　対象市内在住・在勤　定員先着80
人　費用無料
10月18日㈮までに、電話で馬橋西高齢者いき

いき安心センター☎711－9430へ

地域いきいき講座　要申込
10月31日㈭14時～15時30分　会場稔台市民
センター　内容「終活の準備」エンディングノート
の書き方　講師（一社）コスモス成年後見サポート
センター千葉県支部　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

料理講習会「手軽でおいしい　野菜
たっぷりメニュー」要申込
11月11日㈪10時～13時　会場中央保健福祉
センター　内容高野豆腐入りドライカレー、りん
ごみたいな茄

な す

子のゼリー他　持ち物エプロン、
三角巾、布巾2枚、筆記用具　定員先着15人　
費用500円
電話で食

しょくさい

彩の会・能
の せ

勢☎331－2881（16時～
20時）または同センター☎366－7489へ

まつど健康マイレージ付与…

高齢者インフルエンザ予防接種高齢者インフルエンザ予防接種

こどもフェスタこどもフェスタ
inとうかつ2019

医療的ケア児・慢性疾病児と
家族を応援！

問健康推進課予防衛生班☎366－7484

問障害福祉課☎366－7348、 366－7613

問健康福祉政策課☎704－0055
　市が委託する市内の医療機関で予防接種を受けることがで
きます。インフルエンザ予防接種予診票は各医療機関に置い
てあります。
接種期間10月～2020（令和2）年1月15日㈬（開始日は医療機
関によって異なります）　※県内の他市町村の医療機関（県内
定期予防接種相互乗り入れ事業）で接種する場合は、12月31
日㈫まで。市外で接種を希望する人はお問い合わせください。
実施医療機関市ホームページまたは市役所・各支
所にある市民健康相談室や各保健福祉センター
で配布する「2019年度高齢者インフルエンザ予
防接種実施医療機関」の一覧で　
対象市に住民登録があり、以下のいずれかの条件
に該当する人●接種当日、満65歳以上●接種当日、満60歳
以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能の障害、またはヒ
ト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害があり、いずれか
で1級の身体障害者手帳を持っている　
持ち物健康保険証　
費用1,000円（1回目のみ。2回目は全額自己負担）　※生活
保護受給世帯の人は無料（生活保護受給証の提示が必要）。

　市では、障害のある子どもや発達が気になる子どもが、乳幼児期から成人期までのライ
フステージごとに一貫した支援が受けられるように、成育歴・関係機関・通院している医療
機関などを記録して整理できる「ライフサポートファイル」を配布しています。
　家族と支援機関（医療・保健・福祉・教育など）が子どもの情報を共有できるため、より良
い支援につなげられます。ぜひご活用ください。

こんなときに活用できます

　子どもが●相談窓口や医療機関に通い始めるとき●障害福祉サービス
事業所を利用するとき●就園・就学・就労するときなど　
※詳細は市ホームページをご覧ください。
配布場所障害福祉課、ふれあい22（教育研究所五香分室・こども発達センター相談診療部
門）、総合福祉会館（基幹相談支援センターCoCo）

10月27日㈰13時～16時
会場県立松戸特別支援学校　
内容プラネタリウム、胃ろうのレシピ、あそびの広場他　
費用無料
電話またはFAXでNPOこども子育て・発達支援研究会・

富永☎070－6555－0286、 309－7678へ

　健康増進法の改正により、2020（令和2）年4月1日から飲食店などは原則屋内禁
煙となります。喫煙室の設置により喫煙できる場合は、店内の喫煙環境の標識掲示
が義務付けられます。

原則として屋内禁煙になります
　国の基準を満たす喫煙室を設置する場合や、既存の小規模飲食店
は喫煙可能とすることができます。詳細は厚生労働省ホームページや
受動喫煙対策に係るコールセンター（☎03－5539－0303）で確認し
てください。

喫煙環境の標識掲示が必要です
　喫煙室の設置により喫煙できる飲食店は、2020（令和2）年4月1日から「喫煙可」
などの標識を掲示しなければなりません。
　また、市では、「喫煙可」の掲示の他に、飲食店利用
者が入店前に喫煙環境を判断しやすくするため、「禁
煙」の標識の掲示も推奨しています。
　厚生労働省ホームページや市ホームページで掲示物
の例をダウンロードし、店内の喫煙環境に合わせてご利
用ください（独自に作成した標識も使用できます）。

～五感で育つこどもたち～ 要申込

NO!

ライフサポートファイルをご活用
ください

望まない 受動喫煙　　松戸望まない 受動喫煙　　松戸00ゼロ

市ホームページ

厚生労働省
ホームページ
「標識の一覧」

市ホームページ

市ホームページ

厚生労働省
ホームページ

「飲食店のみなさん」

日程 会場 電話番号
10/17㈭ 常盤平保健福祉センター 384－1333
10/23㈬ 小金保健福祉センター 346－5601
10/25㈮ 中央保健福祉センター 366－7489
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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。

●健康体操体験教室（ストレッチ等）
10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
◆健康麻雀入門
①10/2㈬・23㈬・30㈬②10月の㈭③

10月の㈪各12時～17時 ①六実市民
センター②もとやま会館（新京成五香駅
下車）③松飛台市民センター 各1,000
円 電話でNPOメーク・小

こ が ね や

金谷☎090－
6187－5060へ
●詩吟を楽しむ会
10月の㈭13時～15時 新松戸市民セ

ンター 筆記用具 電話で輝
きりゅうかい

龍会・紺野
☎090－1425－0487へ
●健康体操教室（ストレッチ、リズム体操等）
10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
◆篠

しのぶえ

笛・お祭囃
ば や し

子・神
か ぐ ら

楽見学会
① 10/3㈭・24㈭ 14時～16時 ②

10/12㈯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
●なぎなた教室
10月の㈮10時～12時 運動公園武

道館 20歳以上 各先着10人 松戸
市なぎなた連盟運動公園グループ・栗山
☎346－5095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
（秘密厳守）　※電話（☎383－5551）で
も相談可 NPO土曜会・福

ふ く ら

良☎090－
5215－0496
◆行政書士会無料相談
10/5㈯・6㈰各10時～16時 松戸駅

西口広場 当日会場で 千葉県行政書
士会東葛支部・イサニ☎701－7701

◆法の日無料法律相談（予約不要）
10/5㈯13時～16時のうち最大30分
千葉県弁護士会松戸支部（松戸駅下車）
同支部☎366－6611

●ディスクゴルフ体験会
10/6㈰9時～11時 千駄堀スポーツ

広場 先着15人 松戸ディスクゴルフ体
験クラブ・新井 arai@jiritsufc.com
●秋の山野草展示会
10/6㈰10時～16時 常盤平市民セン

ター ときわ草
そうゆうかい

遊会・嵯峨☎090－2159
－4358
●スクェアダンス無料体験会（歩いて踊る
楽しいグループダンス）
10/6㈰・13㈰各15時～17時 小金北

市民センター 電話で松戸スクェアダン
ス協会・山岸☎090－8114－3161へ
●24式太極拳無料体験会
①10/7㈪・14㈷・28㈪各14時～16

時②10/2㈬・9㈬・30㈬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
●やさしい囲碁（入門～上級）〔全4回〕
10/8㈫・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
◆自由ダンス練習会
10/9㈬・16㈬・30㈬各11時～14時

45分 市民交流会館運動施設 各先着
50人 各500円 当日会場で 常盤平
社交ダンスサークル・石井☎090－5755
－6867

地域パートナー講座「ことばでつか
む笑顔の人生」「かがみ遊び体験会」
10/9㈬13時～15時 常盤平市民セ

ンター 先着20人 500円 介護・認
知症の家族と歩む会・松戸・北川☎090－
5509－5398

●健康体操教室（ストレッチ、リズム体操等）
10/7㈪・21㈪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
◆税理士税務無料相談会
10/10㈭・24㈭、11/14㈭・28㈭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
◆チャリティー銭湯1010（収益を市の福
祉事業に寄付）
10/10㈭16時～23時 市内5カ所の

公衆浴場 200円（小学生50円、未就学
児無料） 松戸市公衆浴場組合（平和湯ラ
ンド内）☎387－2044
●聞き上手になる話し方「公開講座」〔全2
回〕
10/10㈭・24㈭各18時～20時30分

市民会館 筆記用具 500円 電話で
実践話し方研究会・田中☎090－4374－
3931（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
◆陸上自衛隊松戸駐屯地創立記念行事
10/12㈯9時～15時 同駐屯地（新京

成元山駅下車、駐車場なし） 同駐屯地
援護・広報班☎387－2171（内線235）
◆日本大学松戸歯学部「松戸祭」
10/12㈯・13㈰各10時～15時 同大

学同学部（栄町西）　※詳細は松戸祭ホー
ムページをご覧ください 同学部☎368
－6111
◆「目の愛護デー」無料電話相談
10/14㈷9時～16時 相談専用電話

☎043－242－4271（当日のみ） 千葉県
眼科医会事務局☎0436－26－5567

◆市民公開講座「ゲノム医療が導くがん
治療の未来～国立がん研究センター東病
院の取り組み～」
10/12㈯13時～15時 国立がん研究

センター東病院内先端医療開発センター
（柏市） 先着250人 当日会場で 同
病院オープンキャンパス事務局☎04－
7133－1111（代表）
●関東合唱コンクール（大学・職場・一般
の部）
10/13㈰9時45分～21時15分 森の

ホール21 1,500円（中学生以下1,200
円） 千葉県合唱連盟事務局☎043－223
－1851（㈫㈭昼間のみ）
◆ジョイふれあいまつり
10/13㈰10時～15時 （社福）ジョイ

まつどワークジョイまつどセンター（金ケ
作） ちゃんこ（無料）、相撲体験、模擬店
他 同法人・水岡☎383－1711
◆草木染体験（身近な植物でマイバンダナ
を作ろう）
10/13㈰10時～15時〔小雨決行〕 21

世紀の森と広場森の工芸館 先着10人
汚れてもよい服装、ビニール手袋、昼食
1,500円 FAXで千葉県森林インストラク
ター会・井形 043－486－5768へ
◆リウマチ専門医による療養医療講演会
10/14㈷13時～15時30分 市民会

館 先着40人 当日会場で （公社）日
本リウマチ友の会千葉支部・渡

わ た べ

部☎043－
234－5230
●金曜デッサン会作品展
10/15㈫～20㈰各10時（初日は13時）

～18時（最終日は16時） 文化ホール
同会・森田☎346－3606
◆パーキンソン病患者・介護者・家族の集
い
10/19㈯14時～16時 ふれあい22
先着10人 FAXで千葉県パーキンソ

ン病友の会松戸ブロック・横田 347－
3570へ

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）

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・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

㈬、第1・3㈮ 電話相談
障
害
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

障害がある人や
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

障害者虐待防止・
障害者差別相談 ㈪～㈮ 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・障害者成年
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㈫、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 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1～5㈬ 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
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●リズミックカンフー八ケ崎クラブ
㈬10時15分～11時45分 八ケ崎

市民センター 40歳～79歳 先着5
人 月3,800円 2,000円 成嶋☎
341－6663
●松戸陳式太極拳道友会
㈫19時～21時 運動公園武道館
初心者 月3,000円 2,500円 福

ふく

良
ら

☎090－5215－0496
●リフレッシュビクスサークル（エアロ
ビクス、ストレッチ等）
㈫㈭12時～13時 六実市民セン

ター 月2,700円 1,000円 市川☎
080－1194－5484
●花の会（太極拳）
㈭10時～12時 運動公園武道館
月3,000円 和

わ く

久☎080－5497－
9825
●ポルカ（ストレッチ、リズム体操）
㈪13時～14時30分 新松戸市民

センター他 50歳以上の女性 先着
10人 月1,500円 1,000円 河

こ う の

野
☎342－6228
●もくれん会（硬式テニス）
㈮9時～13時 小暮コート（金ケ作

198） 55歳以上の女性、60歳以上の
男性 先着5人 年24,000円 平野
☎090－6700－9977
●松戸中央軟式テニスクラブ
㈰8時～14時（第1㈰を除く） 松戸

中央公園庭球場 先着5人 月1,000
円 2,000円 阿部☎080－2598－
8416

●古武術サ－クル“忍
にん

”（護身術、忍術）
㈫19時～21時 青少年会館 小学

生以上 月3,000円 淺野☎080－
3009－8023
●松戸一輪車クラブM

ミ ッ ク

IC
㈬㈮19時～21時 運動公園他 小

学生 月3,000円 3,000円 同団体
mic-unicycle@grupo.jp

●健友会（ストレッチ、健康体操）
㈯15時～16時30分 運動公園

20歳以上の女性 月2,000円 1,000
円 佐々木☎090－4542－3258
●健康体操もくれん（リズム体操他）
㈭10時～11時 30分 勤労会館
60歳以上の女性 月2,000円

1,000円 加藤☎348－0292
●新松戸・版画バンバン
第1～4㈬13時～16時 青少年会館
月1,000円 2,000円 溝

みぞかみ

上☎346
－5827（昼間のみ）
●松戸ブラスオルケスター（吹奏楽）
㈯ 17時～21時 青少年会館他
月3,000円 1,000円 本山

matsudoblasorchester1984@
yahoo.co.jp
●パピヨンダンスサークル
第1～4㈯10時～12時 小金原市民

センター 月3,000円 国
く に い

井☎342－
7283
●松戸史跡マップ研究会
第3㈫13時30分～17時 市民劇場
年3,000円 市

い ち の わ た り

野渡☎341－2475
（昼間のみ）

◆パプリカダンスを覚えよう
10/16㈬13時～15時 馬橋東市民セ

ンター 先着20人 200円 当日会場
で 通いレクくらしのリズム・高島☎090
－4432－2596
●省エネでごちそう料理
10/18㈮10時～13時 市民会館 き

のこおこわ、鮭ときのこのクリーム包み、
青菜ともやしナムル、汁物 エプロン、三
角巾、布巾 800円 10/15㈫までに、
電話でアースコン・マツド・川上☎367－
5231へ
◆子育てセミナー「ハッピー・チャイルド・
ケア・フライデー～おとうさんといっしょ
～」
10/18㈮19時～20時30分 さわらび

ドリームこども園 お父さんと一緒に夕食
を食べて、遊ぼう 1歳3カ月～就学前の
子と父親 先着10組 10/8㈫までに、
直接または電話で同園☎703－3838へ
◆樹木ウオッチング
10/19㈯9時JR我孫子駅集合、14時

現地解散〔雨天中止〕 布施弁天、あけぼ
の山公園（共に柏市） 先着30人 200
円（別途交通費） 電話で東葛しぜん観
察会・片岡☎04－7125－3177へ
◆高木第二放課後児童クラブ学童まつり
10/20㈰10時～14時 高木第二小学

校 同クラブ☎385－5670
◆土建まつり
10/20㈰10時～15時 新松戸中央公

園 千葉土建松戸支部☎368－7700
◆認知症高齢者声かけ訓練
10/20㈰13時～15時30分 かぶと公

園（牧の原2の9） 先着100人 当日会
場で まきば声かけネット事務局〔（特養）
ひまわりの丘内〕☎311－2100
◆顕微鏡を作って、手賀沼のプランクトン
を見よう
10/26㈯9時30分～12時 我孫子

市生涯学習センター「アビスタ」 元高
校教諭・浅間茂氏 小学生と保護者
先着30組 ペットボトルを切れるハサ
ミ Eメールで手賀沼流域フォーラム
teganumaforum@yahoo.co.jpへ

◆中国問題講演会
10/20㈰13時30分～16時30分 常

盤平市民センター 先着150人 500円
（大学生以下無料） 日本中国友好協会
東葛飾支部・田中☎080－6744－8590
◆エスキーテニス無料体験会
10/22㈷12時～14時 まつど市民活

動サポートセンター 先着10人 電話で
まつどエスキーテニスクラブ・石井☎090
－3876－4047へ
◆はなみずきこども園①子育てセミナー
「劇団かかし座による影絵劇」他②保育士セ
ミナー「パネルシアターの技術を磨く！」
10/26㈯①10時～11時②13時30分

～15時30分 同園 ②道
ど う か ん や ま

灌山学園保
育福祉専門学校保育部長・阿部恵氏 ①
保育者または0歳～小学校低学年の子と
その家族②市内在住・在勤の保育士・元
保育士・保育士を目指す中学生以上の学
生 先着①300人②200人 直接また
は電話で同園☎383－8731へ（①のみ
10/11㈮まで）
●家事家計講習会
①10/29㈫②10/31㈭各10時～12時
①市民会館②新松戸市民センター 筆

記用具、電卓 各400円（託児200円）
電話で松戸友の会☎04－7173－7626
（㈪㈬㈮10時～14時）へ
●やさしい篆

てんこく

刻教室（年賀状用の印章作
成）
11/6㈬14時～17時 市民会館 先

着10人 1,000円 電話で百
ひゃくせいかい

星会・丸山
☎090－2555－1561（10時～14時）へ
◆大人のための①英会話②韓国語入門講
座〔各全8回〕
11/7～12/26の㈭①18時10分～19

時10分②19時30分～20時30分 森の
ホール21 各先着15人 各6,000円
電話で国際文化交流協会・前田☎090－
6489－2803へ
◆新松戸健康体操教室〔全2回〕
11/13㈬・27㈬各10時～11時15分
新松戸中央総合病院（JR新松戸駅下車）
80歳未満 先着20人 電話で同病院

地域医療推進室☎345－1111へ

◆けん玉教室（指導と段・級認定）
10/26㈯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
●硬式テニス教室①～⑤初心者⑥初心者
シニア⑦ジュニア⑧ナイター
11月～2020（令和2）年1月の①㈫②

㈮、③12月～2020（令和2）年2月の㈪、
2020（令和2）年1月～3月の④⑤㈯⑥㈫

⑦12月～2020（令和2）年3月の㈪㈮㈯
⑧11・12月の㈰㈪㈮ ①～④⑥栗ケ沢
公園⑤松戸中央公園⑦⑧金ケ作公園各庭
球場 ①～⑤中学生以上⑥50歳以上⑦
小学生（㈯は中学生可）⑧中学生以上
先着①②⑥各30人③④⑤⑦各60人⑧
90人 各10,000円（④9,000円⑧7,000
円） 10/15㈫までに、松戸市テニス協会
ホームページで 同協会☎341－1133

◆バトンパスコンサート松戸公演
10/4㈮19:15　会場小ホール
費用全席自由2,800円、学生
1,800円　※小学生以下無料
※未就学児は親子室へご案内
◆筋肉サーカス ハッスルマッスル 
忍者 松戸公演
10/20㈰12:00　会場大ホール
費用全席指定4,000円、小学生
～高校生2,500円　※未就学児
は保護者の膝上に限り無料
◆オルヂナリウス コンサート
12/5㈭18:30　会場大ホール
費用S席6,500円、A席6,000円、
B席5,500円
※未就学児入場不可
◆デビュー50周年記念　南こう
せつコンサートツアー2020
～いつも歌があった～
2020（R2）/1/17㈮ 18:30　
会場大ホール　費用全席指定
6,800円、小・中学生1,000円
※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

◆ジャズ体操フェスティバル
10/6㈰12:30　 小田切☎392
－6063
◆松戸市国際文化祭ホールイベ
ント
10/19㈯13:00　 （公財）松戸
市国際交流協会☎366－7310
◆松戸市文化祭（大正琴ミュー
ジックコンサートin東葛）
10/25㈮13:00　 大正琴連盟・
小島☎388－4574
◆安全・安心シルバーフェスタin
まつど
10/26㈯13:00　 松戸警察署
生活安全課☎369－0110（代表）
◆松戸市文化祭（馬橋芸能連合会）
10/27㈰10:00　 馬橋芸能連
合会・松澤☎343－2123

◆①ボールDEリズム②骨盤ヨガ
① 10/1㈫・8㈫・15㈫・29㈫各
13:30～14:30② 10/7～21の
㈪9:30～10:30　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やさしいヨガ②ピラティス
①10月の㈬11:10～12:00
②10/7～21の㈪10:00～10:50
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ヨガ②体幹美Body
①10月の㈮15:00～16:30
②10/7㈪・21㈪各11:10～12:00
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
●ソフトバレーボール教室
10/6㈰9:00～11:00　会場常盤
平体育館　 浅野☎090－4012
－7686
●グラウンド・ゴルフ教室
10/6㈰ 9:00～12:00〔10/5㈯
が雨天の場合中止〕　会場東漸
寺本堂裏広場　定員先着50人
堀☎344－1735

●軽スポーツ教室（カローリング、
バドミントン、ペタンク他）
10/12㈯9:00～12:00　会場寒風
台小学校　 内田☎364－8920

●ソフトボール教室
10/13㈰9:00～13:00　会場東
部スポーツパーク野球場　 秋谷
☎090－7837－3677
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
10/20㈰9:00～12:00　会場幸
谷小学校　対象先着50人　 倉澤
☎347－5314

●ファミリースポーツ教室
10/27㈰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
10/27㈰9:00～13:00　会場新
松戸中央公園　 矢野☎090－
3107－0348

※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

※外壁改修工事のため、12月28日㈯
　まで休場します。

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/

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

6㈰14:00 MASUO 11th Concert ★ 藤田
☎080－3458－1833

13㈰   9:45 関東合唱コンクール（大学・職場・一般部門）★
千葉県合唱連盟事務局
cho r u s - c h i b a@

mercury.dti.ne.jp

20㈰12:00 筋肉サーカス ハッスルマッスル忍者 松戸公演　★
ハッスルマッスル事務局
info@t-kikaku.net

小
ホ
ー
ル

4㈮19:15
バトンパスコンサート松戸公演
新進気鋭のアーティストが人か
ら人へつなぐコンサートシリー
ズ　★

足立☎711－7103

12㈯14:00 常盤平女声合唱団 歌い継いでコンサート
同合唱団・平

たいら

☎318－2955

17㈭18:30 野村萬斎 狂言の夕べ 松戸公演★
Ro-Onチケット☎365－
9960（平日10時～18
時、土曜10時～14時）

18㈮19:00
川口日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　★

川口音楽事務所
☎343－0808

19㈯14:00 ミュンヘンからの帰還 モナ・飛鳥 ピアノリサイタル 　★
アンコーラ
☎080－9987－4866

20㈰13:00 松戸市文化祭 フラダンスの集い
松戸ハワイアンフラ協会・
蜷
にながわ

川☎388－7365

27㈰11:00 松戸市文化祭 日本古典舞踊公演
松戸日本古典舞踊連盟・
小
こ ぬ ま

沼☎368－9583

30㈬18:30
松戸市応援キャラクター「ばけ
ごろう」　お誕生会＆ハロウィン
パーティー

㈱Art Stone 
Entertainment
☎393－8887

31㈭15:00 シャンソン・コンセール（教室発表会）
スダジオ・プラス
☎389－3958
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市ホーム
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問同協会☎366－7310

10月19日㈯10時～15時　会場市民会館　費用無料

ホールイベント 13時～15時
第1部	◦MIEA設立30周年記念講演
	 	 　講師同協会名誉顧問・飯沼誠
	 	 ◦市立松戸高校合唱部による合唱
第2部「ヨシダナギの世界奇行」
　世界の少数民族の写真を撮っている写真家・ヨシダナギ氏が、
少数民族との交流秘話を交えた撮影体験をお話しします。

世界のグルメコーナー  11時～14時30分
　ベトナム・トルコ・タイなど、世界各国の出身者による自慢の料理を楽しめます（有料）。

体験コーナー 10時～14時30分　※一部材料費がかかる場合があります。
◦日本・台湾のお茶とお菓子◦世界のおもちゃと民族衣装の展示（試着可）◦世界の言葉遊び
◦海外の服飾雑貨・物品販売◦書道体験とカレンダー作り◦スタンプラリー（記念品あり）　他

　小金の大人気イベントです。フリーマーケットと飲食ブー
スが多数出店。歌・音楽・踊りのステージも！大好評の
ミニSLもやって来ます！
日時10月13日㈰9時30分～15時〔雨天時は翌日に順延〕
会場東漸寺（JR北小金駅下車）
問同実行委員会・山田☎342－2236

　パレードやキッチンカー、フリーマーケットなど
盛りだくさん！
日時10月20日㈰9時～17時
会場「松飛台十字路」交差点から西300m道路上
問同実行委員会・南口☎384－3798

（公財）松戸市国際交流協会（M
み ぃ あ

IEA）設立30周年記念事業

松戸市国際文化祭

小金宿ぶらり市

ヨシダナギ氏

コンビニエンスストア

衣料品店

至 新京成
くぬぎ山駅

至 新京成五香駅

スーパー
交番

至 八柱霊園至 八柱霊園

会場・パレード区間

図書館
松飛台分館

至 新京成
くぬぎ山駅

松飛台
十字路

松飛台まつり

20回！
祝

ぜ ひ お 越 し く だ さ い
※駐車場はありません。

松戸市プレミアム付商品券
問市プレミアム付商品券コールセンター☎711－5580

販売・利用期間10月1日㈫～2020（令和2）年3月1日㈰
販売店舗市内郵便局、イオン北小金店、イトーヨーカドー松戸店、イトー
ヨーカドー八柱店、いなげや松戸新田店、コジマ×ビックカメラ松戸店、
ベルクスファインシティ東松戸店、ライフ松戸二十世紀ケ丘店、リブレ
京成小金原店、ヨークマート六高台店
利用可能店舗市内主要スーパー他1,000店舗以上　※利用可能店舗に
は目印となるステッカーが貼ってあります。詳細は、専用ホームページ
または購入引換券に同封の案内をご覧ください。
注意事項◦商品券の購入には購入引換券が必要です◦非課税者分の申
請期限は2020（令和2）年1月20日㈪です◦子育て世帯分の購入引換券
は9月20日㈮から順次発送しています◦今年転入してきた人は、転入前
の市区町村の購入引換券を松戸市の購入引換券と交換できます。

販売開始!

ステッカー

県内最高齢者は今年も松戸市のお二人でした
　2019（令和元）年度の千葉県内最
高齢者は、昨年度に引き続き、男女共
に市内在住のお二人でした。
　お二人の長寿のお祝いに、本郷谷市
長が表敬訪問しました。
　2019（令和元）年9月1日現在、市内
には100歳以上の人が186人います。
これからも、高齢者が安心して暮らし
続けることができるまちを、市民の皆
さんと共に目指します。

県内最高齢者

平
ひ ら た

田もとめさん
113歳

1906（明治39)年生まれ

県内男性最高齢者

湯
ゆ も と

本金
き ん ご

五さん
109歳

1910（明治43)年生まれ

専用ホームページ

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。

両国の大使館の協力により
実施したホストタウン講座

（9月6日㈮開催）

松戸シティフィルハーモニー
管弦楽団定期演奏会～ルー
マニア特集～

（9月15日㈰開催）

ホストタウン交流を実施しています

※ 各事業の詳細は、市ホームページの
活動レポートをご覧ください。

　「『すぐやる課』といえば松戸市」と言われるほど、す
ぐやる課の名は全国でも有名です。すぐやる課は1969

（昭和44）年に、松本清市長が創設しました。当時の松
戸市は、小金原団地が造成されるなど人口が毎年2万人
のペースで増加し、道路・下水道・学校建設などのイン
フラ整備を急ピッチで進めていました。このような状
況の中、道路やU字溝の破損の補修、スズメバチの駆除
など市民の皆さんが抱える身近な問題をたらい回しせ
ず、迅速に解決する「すぐやる課」の対応は、それまで
の縦割り行政のイメージを変える画期的なものとして
注目され、その後、多くの自治体で同様の課が設置され
ました。当時の松本清市長の素晴らしいアイデアから
誕生した「すぐやる課」は、10月6日㈰に発足50周年を
迎えます。これからも、身近な問題に迅速に対応する「す
ぐやる精神」を引き継いでいきたいと思います。
　9月9日に千葉県に上陸した台風15号は、記録的な暴
風雨により県内各地に大きな被害をもたらしました。
被災された地域の一日も早い復旧・復興を心よりお祈
り申し上げます。
　松戸市では倒木・道路冠水などが発生した他、梨の実
が落下するなど多くの農産物にも大きな被害が出まし
た。県内では電気・水道などのインフラへの被害が大き
かった地域があり、松戸市では、断水していた多古町に
2千リットルの松戸の水を積んだ給水車1台と職員2人を
派遣しました。また、君津市の病院から入院患者4人を総
合医療センターに受け入れたり、同センターの災害派遣
医療チーム（D

デ ィ ー マ ッ ト

MAT）を八街市・東金市・山武市・九十九
里町の病院に、保健師を富津市に派遣したりしました。
この他、木更津市に支援物資として土のう袋を2千枚提
供し、市原市に家屋の被害認定調査のため職員を派遣し
ています。災害はいつ発生するか分かりません。今後も
できる限り支援していきたいと考えています。
　このコラム「GO!GO!本郷谷」が、今回で掲載100回
を迎えました。これからもより多くの皆さんに松戸市
の情報を発信していきますので、引き続きご愛読くだ
さい。

すぐやる課発足50周年

人口と世帯〔2019（令和元）年9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 492,523 人 〔 22 〕 男 244,361 人〔 41〕
世帯 229,224 世帯 〔 77 〕 女 248,162 人〔 △19〕

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・氏名などをご記載ください）。

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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