
❷受け取りの受け取りの
予約予約をしよをしよう！う！

　申請用WEBサイトを開き、画面の指示
に従って申請。

時間各10時～18時（最終日は15
時まで）　
持ち物申請書
　職員のサポートを受けながら
写真撮影（無料）やインターネット
による申請をその場で行えます。
　今後のスケジュールなどは市
ホームページをご覧ください。

　申請書に必要事項を記入し、写真
を貼り専用封筒に入れてポストに投函。

　証明用写真機のタッチパネルで「個人番号カード申請」を選択した後、バー
コードリーダーにQRコードをかざし、画面の指示に従って申請。

　申請の約1カ月半後に交付通知書と併せて案内文が送付され
ます。案内に従って受け取りの予約をしましょう。
予約方法インターネットまたはコールセンター（☎366－8178）で

　受け取りには原則として、本人がお越しください。
場所松戸市マイナンバーカード交付センター、市役所市民課、各支所

期間 会場
8/ 1㈪～12㈮ イオンフードスタイル新松戸
8/22㈪～31㈬ テラスモール松戸
9/ 2㈮～12㈪ イオン北小金店
9/16㈮～27㈫ 西友常盤平店

郵送

証明用写真機
※このマークがある写真機で

申請ができます。

松戸市マイナンバーカード交付センター・
市民課・各支所の窓口で申請

松戸市マイナンバーカード
コールセンターに電話で申請

申請の流れ

マイナンバーカードマイナンバーカードををつくろう！つくろう！

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120－95－0178
〔9時30分〜20時（土・日曜・祝・休日は17時30分まで）〕

市ホームページ

❸マイナンバーカードマイナンバーカードをを
受け取ろう受け取ろう！！

　スマートフォンならQRコードでWEBサイトを開くことで申請IDの入
力を省略でき、付属のカメラで撮影した写真をそのまま申請に使えます。

同事業
ホームページ

交付通知書が
届きます

　マイナンバーカード新規取得による5,000円分のポイントに加
え、令和4年6月30日から、健康保険証としての利用申し込みと
公金受取口座の登録で各7,500円分のポイントの申
し込み・付与が開始され、合計で最大20,000円分
がもらえます。
　詳細はマイナポイント事業ホームページをご覧く
ださい。
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●千葉県選出議員選挙の結果
●大地震に備えよう！
●市民活動助成制度の事業を募集
●多文化共生が未来のカギ
●市内観光梨園がオープン！

マイナンバーカードがあるとマイナンバーカードがあると
こんなに便利こんなに便利！！

❶申請書が届いたら申請書が届いたら申請しよう申請しよう！！

今こそ

❹カードを受け取ったらカードを受け取ったら
マイナポイントマイナポイントをもらおうをもらおう！！

コンビニなどで
各種証明書（住民票など）が

取得できる

9月末までに
カードの申請をすると、

マイナポイントを受け取れる

　申請書に記載されている申請IDが申請の際に必要です。申請方法の
詳細は、申請書に同封している案内か市ホームページをご覧ください。

各種行政手続きを
オンラインで行える

マイナンバー制度
マスコットキャラクター
「マイナちゃん」本人確認の公的な

身分証明書に使える

　本人がドコモ・KDDI・ソフトバンクの
キャリアショップに行けば、その場で申
請ができます。　※対象店舗などの詳細
は市ホームページをご覧ください。

ケータイショップでも
マイナンバーカードを
申請できます

カードを持っていない人に本人専用QRコード付きの申請書を送付しています
　9月上旬までの間に、まだマイナンバーカードを作っていない人へ総務省（地方公共団体情報システム機構）が
QRコード付きの申請書を順次送付しています（一部の人を除く）。この機会にカードを作成し、活用してみませんか。

市マイナンバーカードコールセンター☎366－8178

　写真撮影や申請の手伝い、マイナンバーカードの交付な
どを行っています。
住所本町14の2　松戸第一生命ビルディング2階
開設時間平日 9時～19時
第1・第3土曜、第2・第4日曜 各9時～17時
※詳細は市ホームページをご覧ください。

松戸市マイナンバーカード交付センター

　本人または同一世帯の人が電話
で申請すれば後日、郵送されます。

同コールセンター☎366－8178 市ホームページ

市ホームページ

申請サポート会場

PC・スマートフォン

申請書が手元にない人は

　本人または同一世帯の人が手続きをす
ると、申請書を即日発行できます。
持ち物本人確認書類

最大20,000円分

申請手続きに不安がある人は

スマホが
一番簡単！

発行／松戸市　編集／広報広聴課 
〒271－8588 松戸市根本387の5

047－366－1111（代表） 047－363－3200
https://www.city.matsudo.chiba.jp/



千葉県みんなのおうちに太陽光事務局☎0120－758－300
環境政策課☎366－7089

　太陽光パネルや蓄電池を、みんなで共同購入することで
安価に導入できます。ウェブサイト登録後に提示される見
積額を確認してから購入するかどうかを判断できます。
　電気代の節約や災害時の停電対策にもつながります。自
宅に設置してみませんか。

8月31日㈬までに、同事務局ウェブサイトで
同事務局

ウェブサイト

千葉県のみんなで千葉県のみんなで
太陽光パネルやや蓄電池をを
共同購入しませんか？しませんか？要申込

最大20％おトクに！

　市では、自宅の耐震性を確認し、適切な対策が取れるようサポートする
制度を設けています。ぜひご利用ください。

耐震に関する助成
　予算に達した場合、受付期間中でも当年度の助成を終了します。
●木造住宅の①耐震診断②耐震改修③リフォーム工事費の費用を助成
補助額①診断費用の2/3以内（限度5万円）②耐震改修工事に係る設計費
の1/3以内（限度5万円）、耐震改修工事費・監理費の1/3以内（限度50
万円）③リフォーム工事費の1/10以内（限度30万円）　※③は②と同時に
行う場合のみ申請可。

11月30日㈬までに、診断・工事を行う前に電話で①②建築指導課
☎366－7368③住宅政策課☎366－7366へ
●マンション耐震診断費補助金
補助額診断費用の2/3以内（予備診断は限度5万円、本診断は限度100万円）

9月30日㈮までに、診断を行う前に電話で建築指導課☎366－7368へ
●危険コンクリ－トブロック塀などの除却費用を助成
補助額除却工事費用または除却塀の長さ1m当たり1.5万円を乗じた額のい
ずれか少ない額（限度20万円）

11月30日㈬までに、工事を行う前に電話で建築指導課☎366－7368へ

木造住宅耐震相談会
　簡易耐震診断と、耐震関係の補助金の説明を受けられます。
日時①8月25日㈭②9月14日㈬、10月③1日㈯④27日㈭、令和5年⑤1月
11日㈬⑥2月1日㈬各10時～16時　会場各市民センター（①④常盤平②新
松戸⑥六実）③⑤市役所新館8階会議室　対象平成12年以前に建築した、
木造在来軸組構法の住宅（地上2階建て以下）　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

大地震に備えよう！大地震に備えよう！要申込

受付終了まであと2カ月！

要事前相談！

千葉県選出議員選挙の結果
7月10日執行 参議院議員通常選挙

市選挙管理委員会事務局☎366－7386

健康福祉政策課☎704－0055 結果 届出
番号 候補者氏名 党派名 得票数

松戸市 千葉県
当選 1 猪口 邦子 自由民主党 45,541票 587,809票

2 七海 ひろこ 幸福実現党 1,853票 22,834票
当選 3 うすい 正一 自由民主党 44,158票 656,952票

4 渡辺 くにひろ NHK党 1,316票 17,511票
5 きない めぐみ 日本第一党 962票 10,922票
6 しいな 亮太 参政党 7,079票 86,147票

当選 7 小西 ひろゆき 立憲民主党 36,667票 473,175票
8 中村 のりこ NHK党 2,485票 28,295票
9 いそべ 裕和 国民民主党 12,989票 161,648票
10 梓 まり 新党くにもり 1,448票 18,329票
11 さいとう 和子 日本共産党 17,470票 194,475票
12 佐野 正人 日本維新の会 21,117票 251,416票
13 須田 良 NHK党 1,440票 13,016票
14 うた 桜子 （略称）自由共和党 1,575票 18,791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 204,679人 100,163人 48.94% 50.02%
女 209,362人 102,841人 49.12% 50.00%
計 414,041人 203,004人 49.03% 50.01%

※候補者氏名は通称名です。

白井聖地公園行き（乗車のみ）
停留所 五香駅西口 旧六高台病院 六実駅入口

運賃 現金 630円 550円 510円
ICカード 629円 546円 504円

時刻

8時 00　30 05　35 10　40
10時 50 55
11時 20 25 00　30
13時 40 45 50

五香駅西口行き（降車のみ）
停留所 白井聖地公園

運賃 往路区間と同額

時刻

10時 00　30
12時 50
13時 20
15時 40

　運賃は前払いです。降車する停留所を告げて運賃をお支払いください。
運行日8月13日㈯～15日㈪

医療機関（かかりつけ医または発熱外来）を受診
　発熱外来は、県の発熱外来検索システムで確認できます。

市感染症相談専用ダイヤル 0120－415－111（平日8時
30分～17時）、県発熱相談コールセンター☎0570－200－
139（24時間受付）

軽症者・濃厚接触者は
医療用抗原検査キットの送付を申し込み、陽性者登録
　県に申請すると無料で検査キットが配付され、医療機関にかからず陽性
者登録できます（7月25日㈪現在）。詳細は県ホームページをご覧ください。
対象濃厚接触者または症状が軽い65歳未満（50歳以上はワ
クチン2回以上接種済み）で基礎疾患・肥満・妊娠中のいず
れでもない人

専用コールセンター検査キット 0120－996－016
陽性者登録 0120－829－125（毎日9時～18時）

住民監査請求の結果を公表住民監査請求の結果を公表
　地方自治法第242条第1項の規定に基づき、令和4年4月25日付けを
もって提出された「松戸市職員措置請求書」〔（公財）松戸市文化振興財団
運営費補助金返還に係る措置請求〕について、同条第5項の規定により
監査を実施したので、その結果を次のとおり公表します。

監査委員事務局☎366－7385

令和4年6月20日
松戸市監査委員　高橋　正剛

同　　　　三好　徹
同　　　　高橋　伸之
同　　　　大塚　健児

監査の結果
請求人の主張には理由がないため棄却
する。

　監査結果の全文は、行政資料センターと市ホームページ
で閲覧できます。

市職員を募集市職員を募集 人事課☎366－7306

　受験資格など詳細は、同課で配布または市ホームページでダウンロー
ドできる受験案内書をご覧ください。
受験案内書配布期間8月15日㈪まで
募集職種①民間企業等職務経験者〔事務職、技術職（土木・建築・電
気・機械）、社会福祉士、心理士、保育士、栄養士、作業療法士、保健
師、看護師〕②障害者事務職（上級・初級）③初級事務職④心理士、保
育士、栄養士、作業療法士、看護師⑤消防職（上級・初級）
対象年齢①昭和38年4月2日～平成4年4月1日生まれ②昭和47年4月2日
以降生まれ③平成8年4月2日以降生まれ④平成4年4月2日以降生まれ⑤
平成10年4月2日以降生まれ
試験日9月18日㈰
試験会場流通経済大学新松戸キャンパス他
※①対象の教養試験は、事前の公務員試験対策を必要と

しない内容です。
8月15日㈪〔消印有効〕までに、郵送で 市ホームページ

白井聖地公園行き季節バスを運行します

※子ども運賃は半額。
※片道約40分。道路状況により遅れる場合があります。

ちばレインボーバス㈱☎0476－46－0022市ホームページ

千葉県明るい選挙
シンボルキャラクター

「せんきょ君」

改選数3人

新型コロナウイルス感染拡大中

発熱外来
検索システム

県ホームページ

発熱などの症状が発熱などの症状が
あるときはあるときは

音声案内により、相談内容に応じて担当部署に直接おつなぎする「松戸市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル」をご利用ください。
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8/4㈭ふれあい22ミニコンサート「う
たのおもちゃばこ」中止のお知らせ

　広報まつど7/15号で開催をお知らせ
しましたが、新型コロナウイルス感染予
防のため開催を中止しました 障害者
福祉センタ―☎383－7111

和名ケ谷スポーツセンター改修工事の
お知らせ　

　休館日は後日お知らせします工事期間
10/1㈯～R5/2/28㈫ 和名ケ谷クリー
ンセンター☎392－1118

原爆投下時刻・終戦記念日に黙とうを
　慰霊と平和の祈念のため、1分間の
黙とうをお願いします日8/6㈯8時15
分、8/9㈫11時2分、8/15㈪12時
総務課☎366－7305

防災行政無線を使った全国一斉情報
伝達訓練を行います

　災害時に、全国瞬時警報システム（J
ジェイ

－A
ア ラ ー ト

LERT）を通じて送られてくる国か
らの緊急情報を防災行政無線で放送す
る訓練です日8/10㈬11時 危機管理
課☎366－7309

各障害児（者）手当の更新書類を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送付書類特
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
祉手当の現況届提出期間8/12㈮～9/12
㈪ 障害福祉課☎366－7348、
366－7613

矢切の里文学祭「初恋短歌大会」短歌
募集
部門①一般の部②小学生～高校生の部
応募作品初恋をテーマにした未発表短歌
を1人2首まで費①のみ1首500円（申し
込み時に郵便為替で）申8/27㈯〔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「第17回初恋短歌」係
（☎703－1100）へ　※投
稿用紙は同協会ホームペー
ジでダウンロード可

市職員（約5千人）の給与明細書に掲載
する広告を募集
募集期間8/31㈬まで掲載期間12月～R5
年5月（計7回）寸法 1枠68mm×179
mm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（税込)　※版代・
印刷費用は市が負担　※申込書などは
人事課で配布する他、市ホームページで
もダウンロード可 同課☎366－7306

わが家の犬・猫写真コンクール
対県内在住の応募者が飼育している犬・
猫の写真応募枚数 L判写真3枚まで申
8/22㈪までに、全ての写真の裏に住
所・氏名・電話番号を記入し、しつけな
どの適正飼育についてのコメント（400
字詰原稿用紙1枚以内）を同封して、
〒260－0001千葉市中央区都町6の2
の15　(公財)千葉県動物保護管理協会
（☎043－214－7814）へ

千葉県統計グラフコンクール
テーマ自由規格 B2判対県内在住の小学
生以上 県統計課☎043－223－2219

介護保険認定調査員（会計年度任用
職員）募集
勤務日数週2日～4日勤務時間平日の9時
～16時45分（うち休憩45分間）勤務内容
要介護（要支援）認定申請者との面接、
認定審査に必要な調査など対都道府県
が実施する認定調査員新規研修を修了
している、保健師・看護師・社会福祉
士・介護支援専門員のいずれかの有資
格者時給 1,490円（交通費別途支給）
申9/30㈮までに、電話で介護保険課☎
366－7370へ

公共職業訓練①溶接技術科②生産設備
科③生産システム・ネットワーク技術
科受講生（10月生）募集
訓練期間①6カ月②③7カ月定①15人②
16人③24人（いずれも9/3㈯筆記・面
接試験）申8/22㈪までに、ハローワー
ク松戸で　※8/18㈭13時からポリテ
クセンター千葉（千葉市）で説明会開
催（電話で同センター☎043－422－
4810へ申し込み）

8月の松戸競輪開催日程
本場開催20㈯～22㈪（FⅠナイター）
場外開催1㈪京都向日町（FⅡ）・1㈪～3㈬
松山（FⅠ）、2㈫～4㈭富山（FⅠ）、4㈭～7㈰
岸和田（大阪・関西万博協賛競輪GⅢ）・函
館（GⅢナイター）、9㈫～11㈷弥彦（FⅠ）・高
松（FⅠ）、9㈫～14㈰西武園（オールスター
競輪GⅠナイター）、12㈮～14㈰静岡（FⅠ）・
岐阜（FⅠ）、15㈪～17㈬奈良（FⅠ）、20㈯～
23㈫富山記念（GⅢ）、25㈭～27㈯京都
向日町（FⅠ）、25㈭～28㈰小田原記念（G
Ⅲ）、26㈮～28㈰大宮（FⅡ） 公営競技
事務所☎362－2181 

美トレ～姿勢改善、お腹まわりスッキ
リで安定した身体へと整える～
日8/8㈪・15㈪各13時～13時50分会
東部市民センター対16歳以上定各先
着18人費各500円申電話で同センター
☎391－3701へ

親子D
で
E防災講座

日8/9㈫13時～15時会市民交流会館
文化施設内クイズやかるた作り・かる
た大会を通して身近な防災対策を親子
で考える対小学生以上の子と保護者定
先着5組申電話で同館☎349－6530へ

(公社)松戸市シルバー人材センター
入会説明会
日8/10㈬・25㈭各10時から会シニア
交流センター対臨時的・短期的または軽
易な就業を希望する市内在
住の60歳以上定各先着30
人申申し込みフォームまた
は電話で同センター☎330
－5005へ

ふれあい教室「朗読をきくかい」
日8/10㈬10時～11時30分会ふれあい
22内松戸朗読奉仕会による短編・エッ
セーなどの朗読対障害者手帳を持って
いる人など 障害者福祉センター☎
383－7111

自転車かごカバーや自転車盗難・空き
巣対策グッズを配布

　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)日
8/15㈪10時～10時30分〔雨天中止〕
会古ケ崎第2公園（古ケ崎3の3383の
1）定先着100人 市民安全課☎366－
7285

シティー・ミニコンサート～クラリネッ
トと世界一周～
日8/17㈬12時15分～12時45分（11
時45分開場）会市議会議場　※マス
ク未着用者入場不可 曲目ルーマニア民
族舞曲（ベラ バルトーク)、『リゴレッ
ト』による演奏会用幻想曲（ルイジ バッ
シ）他演奏者片山貴裕（クラリネット)、 
鈴木結花（ピアノ）定70人（抽選）　
※一時預かりあり（6カ月～未就学児、
ちば電子申請サービスで要申込）申8/8
㈪〔必着〕までに、ちば電子申請サービ
スまたは往復はがきに郵便番号・住所・
氏名（ふりがな)・年齢・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　社会教育課（☎
367－7813）へ　※定員に
満たない場合は8/9㈫から
電話で受け付け

在宅福祉サービスの担い手募集！
ふれあいサービス基礎研修＆訪問型生
活支援・困りごとサービス実務者研修
日8/18㈭9時30分～16時会(社福)松戸
市社会福祉協議会内家事・介護援助を
行う担い手養成研修対市内在住・在勤
の20歳以上費1,000円申電話で同協議
会ふれあいサービス☎368－2941へ

手芸教室「アボリジニアート（ドット
アート）を楽しもう！」
日8/20㈯10時～12時会市民会館対
市内在住の小・中学生とその保護者定
先着15組 水筒申Eメールに参加者の
氏名（ふりがな)・学年・学校名・電
話番号を記入して、青少年相談員連絡
協議会事務局（子どもわかもの課内）

ekowaka@city.matsudo.chiba.jp
（☎366－7464）へ

手賀沼をもっと知ろう！手賀沼流域の
水調べと手賀沼船上見学会
日8/20㈯10時松戸市役所集合、15時
30分ごろ解散予定〔雨天中止〕対小学
生（要保護者同伴）定先着12人持昼
食、水筒、着替え、レジャーシート申
電話で環境保全課☎366－7337へ

初心者蕎
そ ば
麦打ち教室

日8/21㈰9時～15時会馬橋市民セン
ター定先着12人費2,000円申電話で同
センター☎342－9690へ

女子サッカー体験会
日8/21㈰14時30分～17時会運動公
園対市内在住の小学生女子定先着50人
申Eメールに参加者の氏名（ふりがな)・
学年・学校名・緊急時連絡先・経験者
は所属チーム名を記入して、青少年相
談員連絡協議会事務局（子どもわかも
の課内） ekowaka@city.matsudo.
chiba.jp（☎366－7464）へ

協働父と子のお菓子づくり体験教室
～レモン風味のクレープ～
日8/28㈰9時30分～12時30分会市民
会館内①お菓子づくり（お菓子は持ち
帰り）②父親の子育てや家庭での役割
について考えるワークショップ ①パ
ティシエ・笠井智子氏②新松戸フラっ
とパパ・横沼秀治氏対4歳以上の子と
その父親定先着10組 エ
プロン、ハンドタオル、布
巾2枚申申し込みフォーム
で メゾン イザラおやつラ
ボ*テ ナチュレル・笠井
izarra@orion.ocn.ne.jp

NPO・市民活動よろず講座「アンガー
マネジメントを活

い
かして心地よいチー

ムを作ろう」
日8/24㈬13時30分～15時30分会ま
つど市民活動サポートセンター アン
ガーマネジメントコンサルタント・安藤
生
い な

奈氏 対市民活動・NPO団体のリー
ダー・サブリーダー定先着15人（同一団
体から2人まで）申電話またはEメール 
で同センター☎365－5522、 hai_
saposen@matsudo-sc.comへ

発音の基礎から学ぶ「中国語入門講
座｣〔全10回〕
日9/2～11/11の㈮（9/23㈷を除く）
15時15分～16時45分会文化ホール内
国際友好ルーム 高校講師・羅

ラ コ ウ ス イ

廣穗氏
定先着20人 ナツメ社刊『ネイティブ
が教えるマンガで身につ
く！中国語』費13,000円
〔(公財)松戸市国際交流協
会員10,000円〕申申し込み
フォームで 同協会☎711
－9511

M
み ぃ あ
IEA世界めぐり「韓国語で楽しく

Cooking」
日9/10㈯10時30分～13時30分会市
民会館内プゴクッ、海鮮チヂミ、キュ
ウリの和え物 県立高校韓国語講師・
崔
チェ

孝
ヒョヨン

英氏対16歳以上定24人（抽選）費
1,500円〔(公財)松戸市国
際交流協会員1,000円〕申
8/14㈰までに、申し込み
フォームで 同協会☎711
－9511

　
地域ケア会議
日8/4㈭9時30分～11時30分会市役所
新館7階大会議室傍聴定員先着5人（当
日9時15分から会場前で受け付け）
地域包括ケア推進課☎366－7343

緑推進委員会
日8/5㈮14時30分～16時会市役所新
館5階市民サロン傍聴定員先着3人（当
日開会直前まで会場前で受け付け）
みどりと花の課☎366－7378

農業委員会総会
日8/8㈪14時30分から会市役所新館7
階大会議室傍聴定員先着5人（当日14
時10分から会場前で受け付け） 同委
員会事務局☎366－7387

国民健康保険運営協議会
日8/9㈫14時45分から会市役所新館7
階大会議室傍聴定員先着5人程度〔当日
14時まで国保年金課（市役所本館1階）
で受け付け〕 同課企画調整班☎366
－7307

教育委員会会議
日8/10㈬9時30分から会京葉ガスF
松戸ビル5階会議室（傍聴は当日9時か
ら会場前で受け付け） 教育総務課☎
366－7455

  同協会
ホームページ

申し込み
フォーム

申し込み
フォーム

申し込み
フォーム

 ちば電子申請
サービス

市などからのお知らせをお伝えするコーナーです。協働 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　

申し込み
フォーム

講座・講演・催し
会議

お知らせ
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同ダイヤル 0120－415－111〔8時30分～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕



市民農園利用者を募集 要申込

みどりと花の課☎366－7378

利用期間契約日から2年間（継続可）
対象市内在住・在勤の世帯
1区画面積15㎡　※原則1世帯2区画まで。

各農園主へ　※空き区画が無くなり次第締め切り。

学校財務課
☎366－7460

市ホームページ

眠っている楽器の寄附を募集中
市内小・中学校の吹奏楽部・管弦楽部を応援しよう！

　子どもたちはコロナ禍という厳しい状況でも懸命に努力し活動し
ています。各校吹奏楽部・管弦楽部の活動へ、皆さんの温かいご支
援をお願いします。詳細は市ホームページをご覧ください。
募集する楽器（ハードケース付き）
木管楽器、金管楽器、弦楽器（フルサイズかつ弓とセットのもの）
※市内楽器店の鑑定結果をもとに、寄附受け入れの可否を判断します。

公立夜間中学
市立第一中学校みらい分校市立第一中学校みらい分校後期入学生徒募集

学務課☎366－7457

　しっかりと勉強すれば、卒業証書がもらえます。詳細は市ホー
ムページをご覧ください。
所在地古ケ崎1の3073（旧古ケ崎南小学校）　授業日数週5日（年
間約200日）　学習科目中学校の教科　講師教員免許を持つ教員　
入学資格以下の条件を全て満たす人●平成19年4月1日以前生まれ●市内在住
（県内の他自治体在住の人は要問い合わせ）●中学校を卒業していない、また
は、卒業していても不登校などの理由により学び直しを希望する●みらい分校で
の生活に支障がない　授業料無料　※入学前に2週間体験入学を行います。

8月15日㈪～9月5日㈪の間に、身分証明書（運転免許証、在留カードなど）
を持参して直接学務課へ　※夜間受け付けはありません。

市ホームページ

令和5年度実施分令和5年度実施分
市民活動助成制度市民活動助成制度のの事業事業をを募集募集

市民自治課☎366－7318

　まちを明るく元気にする活動の立ち上げ・発展に必要な資金を一時的に助成し
ます。
受付期間9月30日㈮まで　助成内容スタート助成（10万円以内）、ステップアッ
プ助成（30万円以内）　対象事業団体が行う公益性の高い市民活動
（1団体1事業まで）　対象団体市内に事務所または活動場所があ
り、構成員が5人以上の市民活動団体　※詳細は市民自治課・まつ
ど市民活動サポートセンターで配布または市ホームページでダウン
ロードできる募集要項をご覧ください。

申請団体サポートセミナー
①助成金を活用して活動をステップアップするコツ
②想いが伝わるプレゼンのコツを実践で学ぶ
日時①9月3日㈯②10月1日㈯各13時30分～16時30分
会場まつど市民活動サポートセンター（オンライン配
信あり）　定員各先着30人

電話またはEメールで同センター☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-sc.comへ

市ホームページ

まつど生涯学習大学講座まつど生涯学習大学講座〔全6回〕〔全6回〕要申込

　暮らしに身近な問題や松戸について学び、生活の充実や地域での
活動に役立ててみませんか。

内容
日程

①Aコース ②Bコース ③オンライン
コース

いざという時のために
—介護・葬儀・相続・お墓— 9/15㈭ 9/29㈭ 9/15㈭

認知症サポーター養成講座 10/  6㈭ 10/20㈭ 10/ 6㈭
松戸のみどり再発見！
～みどりと暮らす豊かさの実現に向けて～ 11/10㈭ 11/24㈭ 11/10㈭

松戸市の国際交流について 12/  8㈭ R5/1/12㈭ 12/ 8㈭
1867年徳川昭武渡欧時の随行員について R5/1/26㈭ 2/16㈭
松戸市消防音楽隊コンサート R5/3/  3㈮ 3/10㈮ 3/ 3㈮

時間各10時～11時30分　会場①②市民劇場③YouTube配信（配信後
も3週間視聴可）　対象①②市内在住・在勤の60歳以上③どなたでも
定員①②のみ各150人（抽選）　費用無料　　

8月12日㈮〔必着〕までに、ちば電子申請サービスまたは往復は
がきに希望コース（第2希望まで）・講座名・郵便番号・住所（市
外在住の場合は市内在勤と明記）・氏名（ふりがな）・年齢・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階文化ホール　社会教育課
（☎367－7813）へ　※連名での申し込みは不可。
※定員に満たない場合は、8月15日㈪から電話で受け

付け。 ちば電子申請
サービス

農園名 所在地 年間使用料
（1区画）

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 10 駿
す だ か

高 710－4203

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

きうち市民農園 金ケ作290の3 9,000円 5 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

さくら市民農園 旭町2の223 9,000円 5 鈴木 341－2220

おおかわ市民農園 八ケ崎5の27の3 12,000円 10 大川 341－5504

サン市民農園 旭町3の850の1 9,450円 2 恩田 080－6726－5822

源
げんしち

七市民農園 大橋100他 9,000円 1 高橋 070－4349－1420

休日土曜日夜間歯科診療所
（20時～23時）竹ケ花45の53衛生会館2階 

☎365－3430

夜間小児急病センター
（18時～23時）千駄堀993の1

☎712－2513

☎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
夜間歯科診療所など）を案内〕。

お盆期間中に診療を受けられる医療機関
　受診する前に、必ず医療機関に電話してください。また、健康保険証を忘れずにお持ちください。
※発熱がある場合（新型コロナウイルス感染が疑われる場合）は千葉県発熱相談コールセンター
☎0570－200－139に連絡してください。
在在宅当番医9時～17時　待待機病院17時～翌朝9時（土・日曜は9時～翌朝9時）

診療日時 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

8/13㈯
在 歯科 平岡歯科医院 本町2の3　平野ビル4階 364－6666

待
外科 東葛クリニック病院 樋野口865の2 364－5121
内科・小児科 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111

8/14㈰

在

小児科 市川こどもクリニック 日暮5の19　ビーンズ八柱1階 383－2312
内科 島田医院 西馬橋3の9の6 341－1110
眼科 かとれあ眼科 松戸1181　アトレ松戸5階 362－1191
歯科 高野歯科 横須賀1の18の8 341－2596

待
外科 新松戸中央総合病院 新松戸1の380 345－1111
内科 新東京病院 和名ケ谷1271 711－8700
小児科 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111

8/15㈪
在 歯科 橋本歯科医院 常盤平5の13の8 384－7266

待
内科・小児科 新松戸中央総合病院 新松戸1の380 345ー1111
外科系 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384－8111

8/16㈫

在 歯科 なかざわ歯科医院 三矢小台2の17の1 369－1355

待
外科 東葛クリニック病院 樋野口865の2 364－5121
内科 新東京病院 和名ケ谷1271 711－8700
小児科 総合医療センター 千駄堀993番地の1 712－2511

救急医療体制
※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

  松戸市協働のまちづくり
公式キャラクター・

芽でるくん・芽るるちゃん
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報まつどに掲載している内容などが変更または中止となる場合がありますのでご了承ください。
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詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページ（右記QR コード）をご覧ください。

　21世紀の森と広場「縄文の森」に
展示されている復元竪穴住居に宿泊
し、縄文時代の料理に挑戦したり、同
館学芸員の縄文トークを聞いたりでき
るイベントを開催します。緑豊かな自
然の森に親しみ、縄文時代の人々の暮らしを体験してみませんか。
※�参加には宿泊体験説明会への出席が必要。申込書は説明会で
配布します。

会場同広場内縄文の森　対象市内在住の小学5・6年生（保護者
参加不可）　定員5人（選考あり）　費用2,000円（食事・保険代
などを含む）

宿泊体験説明会 要申込

　参加希望者は必ず出席してください。
8月21日㈰11時から　場所同館
8月15日㈪までに同館ホームページで

※詳細は同館ホームページをご覧ください。

　市と「日本語を母国語としない子どものための学習支援事業」を協働で実施し
ている認定NPO外国人の子どものための勉強会による講演会です。外国にルーツ
を持つ子どもが地域で孤立しない、誰もが安心して暮らすことのできる多文化共
生社会について、さまざまな視点から考えてみませんか。

多文化共生が未来のカギ 要申込

～地域でささえる子どもの育ち～
国際推進課☎710－2725

小さい子のための小さい子のための
おはなし会おはなし会

みんなのおはなし会みんなのおはなし会

縄文人なりきり宿泊体験！

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室

投影日8月3日㈬～31日㈬の水・木・土・日曜、祝日
キッズ＆ジュニアアワー  宇宙クイズにちょうせん！

時間10時30分（土・日曜、祝日のみ）、13時30分（水・木曜のみ）、
14時30分（各20分）�※13日㈯・27日㈯10時30分の回は休演。
内容星と星座にまつわる子ども向けのやさしいお話

一般投影  星占いの星座～太陽がめぐる12の星座～
時間11時30分（文字解説付き、13日㈯・27日㈯を除く土・日曜、
祝日のみ）、15時30分（各40分）
内容黄道十二星座にまつわるお話と星空紹介

共通定員各先着80人　費用各50円（65歳以上、中学生以下、障害者手帳などを持
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

8月の番組

同館☎368－1237

市立博物館☎384－8181（9時30分～17時）
9月17日㈯～18日㈰

共通時間各14時～16時　対象市内在住・在学・在勤
定員各先着40人　費用無料
市ホームページの申し込みフォームで

市ホームページ

同館ホームページ

竪穴住居に泊まろう！要申込

復元竪穴住居

日時8月9日㈫・11日㈷・16
日㈫・19日㈮・23日㈫・25
日㈭・26日㈮・30日㈫各10
時30分～11時、14時30分
～15時
会場子ども読書推進センター
対象0歳～3歳程度の子とその
保護者
定員先着6組

親子絵本講座親子絵本講座
日時8月12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歳程度の子とその保護者　定員先着6組

日程 会場 定員（先着）
8/12 ㈮ 明市民センター 8組
13㈯ 図書館東松戸地域館 6組
16㈫ 小金原市民センター 8組
17㈬ 図書館東松戸地域館 6組
19㈮ 五香市民センター 8組
23㈫ 図書館小金分館 3組
25㈭ 図書館東松戸地域館 6組
26㈮ 新松戸市民センター 8組

時間各16時～16時30分（8月13日㈯のみ11時
～11時30分）対象幼児～小学生とその保護者

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～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） 定員（先着） 電話

①8/19㈮ 10:00～10:30 CMS子育て支援センター
（六高台保育園内） 5組 394－5590

②　�24㈬ 10:30～11:00 ほっとるーむ新松戸 8組 375－8737
③　�25㈭ 10:30～11:00 矢切公民館 6組 368－1214

④　�26㈮ 10:45～11:15 チェリッシュ・サポート・システム（野菊野こども園） 20組 308－5880

11:20～11:50 根木内こども館 6組 315－2985
対象0歳～3歳程度の子どもとその保護者

①②は電話で各会場へ（③④は申込不要）

�子ども読書推進センター
　☎331－0077夏休みおはなし会夏休みおはなし会

講師漫画家・星野ルネ氏（カメルーン出身）　
会場市民会館

私が考える多文化共生  アフリカ少年が日本で育った結果
9月4日㈰

星野ルネ氏
（撮影：東京新聞）

講師やさしい日本語アドバイザー・黒田友子氏
会場キテミテマツド

外国人の子どものためのやさしい日本語講座
9月25日㈰

黒田友子氏

（撮影：浅野剛）

講師芝園団地（川口市）自治会事務局長・岡㟢広樹氏
会場常盤平市民センター

｢共存」から「共生」へ ～外国人住民を交えた地域づくり～
10月16日㈰

岡㟢広樹氏

講師東京外国語大学准教授・小島祥
よ し み

美氏
会場市民会館　

日本語を学ぶ外国人の子どもをどう支える？
10月23日㈰

小島祥美氏

講師鳴戸部屋師匠・鳴戸勝紀（元大関琴欧洲）氏（ブルガリア・
佐渡ケ嶽部屋出身）　会場キテミテマツド

私が考える多文化共生  ブルガリアから松戸へ
～ちゃんこ鍋とヨーグルトって意外と合うんです～
8月21日㈰

鳴戸勝紀氏

　小・中学生や育児中の保護者向けの赤十字体験
イベントを行います。子どものボランティア精神
が育まれます。ぜひご参加ください。

夏休み子ども赤十字体験 
日時8月21日㈰9時45分～12時15分　会場市民会館
内容車いす、義肢・義足体験など　対象小学4年～中学1年生
（保護者同伴可）�定員先着20人　持ち物筆記用具、飲み物

幼児救急法スクール 
日時9月11日㈰13時～16時　会場ゆうまつど
内容事故やけがの応急手当の実技など　対象出産準備または育
児中の人とその家族　定員先着20人　※一時保育あり（要予
約、6カ月以上4歳未満、先着6人）

共通講師日本赤十字社千葉県支部職員、松戸市赤十字奉仕団員
開催日の7日前までに、電話で同社同支部松戸市地区事務局

（地域福祉課内）☎366－3019へ

松戸中央公園・相模台公園の再整備に向けて

子育てしやすいまちにするためには？
　千葉大学園芸学部の学生と一緒に、公園のリニューアルにつ
いて考えませんか。
日時9月24日㈯13時～16時　会場市民会館　対象市内在住の松戸駅
をよく利用する小学生の保護者　定員先着10人程度　費用無料
8月15日㈪までに、申し込みフォームで
ワークショップについて公園緑地課☎366－7380
新拠点ゾーンについて松戸駅周辺整備振興課☎
366－7086

新拠点ゾーン・パブリックスペースからの
まちづくりワークショップ 要申込

親子で楽しむ！

市ホームページ

赤十字体験イベント 要申込

日本赤十字社
公式キャラクター
「ハートラちゃん」
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◆南こうせつコンサートツアー2022
～夜明けの風～
10/22㈯17時　会場大ホール　費用全
席指定6,800円　※未就学児入場不可
◆40th Anniversary　稲垣潤一
Concert2022 
12/17㈯17時30分　会場大ホール　費用
全席指定6,800円　※未就学児入場不可

※飲み物を持参してください。　
※申し込みは全て当日会場で。
※マスク着用。　
●はスポーツ推進委員主催

●小金原グラウンド・ゴルフ大会
9/4㈰9時～12時30分　会場旧根木内
東小学校　定員先着50人　
申FAXで市村 342－6190へ

森のホール21 チケットセンター
☎384−3331

受付時間…10時～19時
休館日…月曜（祝休日の場合は翌平日休館）
※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/

◆昭和の名曲コンサート
9/7㈬13時　会場市民劇場　費用全席
自由2,000円（当日2,500円）
◆野

の む ら

村萬
まんさい

斎 狂
きょうげん

言の夕
ゆう

べ　松戸公演
10/14㈮18時30分　会場小ホール　
費用全席指定5,500円　※未就学児入場不可

市民劇場
☎368−0070　★は有料 

休館日…月曜（祝休日の場合は翌平日）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません｡

◆伝統芸能フェスティバル
8/10㈬11時
問 (一社)音楽芸術協会☎03－6260－
9896　※事前申込制

市民会館　☎368−1237

休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日休館）
●第4回中国舞踊発表会
8/14㈰16時30分  
問華

か せ

世芸術中国舞踊サークル・ショウ・暁
ぎょなん

楠
chinese_dance@hotmail .com

健康ファイル
食中毒警報発令中！
　食中毒予防の三原則は「細菌を付けない・増やさない・やっつける」です。
◦調理や食事の前には必ず手を洗いましょう
◦生鮮食品や惣菜は、購入後早めに食べるようにしましょう
◦しっかり加熱（肉は中心部を75℃で1分以上）してから食べましょう

健康福祉政策課☎704－0055

肝炎ウイルス検診 15要申込
内容問診、血液検査　対象市内に住民登録があり、過去に肝炎ウイルス検診
を未受診の40歳以上　※既に肝炎ウイルスに感染しているまたは治療中の人
は受診できません。　持ち物◦松戸市特定健康診査等受診券（黄色）、松戸市
健康診査共通受診券（黄色）、肝炎ウイルス検診受診券（ピンク色）のいずれか
◦本人確認書類（保険証など）

直接電話で受診券に同封の一覧に記載されている市内委託医療機関へ　
健康推進課☎366－7487

健康づくりグラウンド・ゴルフ大会参加者募集
5要申込

日時9月24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18歳以上
定員300人（抽選）　費用無料

8月12日㈮〔必着〕までに、往復はがきに参加者（4人まで）の氏名
（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・代表者の住所を記入して、
〒271－0072松戸市竹ケ花74の3　健康推進課内「グラウンド・ゴルフ
大会」係（☎366－7484）へ　※抽選後のメンバー変更はできません。

子宮頸
け い

がん（HPV）ワクチン費用を一部助成します
対象以下の条件に全て該当する女性◦平成9年4月2日～平成17年4月1日
生まれの女性◦4月1日時点で市内に住民登録がある◦16歳になった年度
の末日までに、HPVワクチン（2価・4価）を3回接種していない◦17歳
になった年度の初日から令和4年3月31日までの間にHPVワクチン（2
価・4価）を接種し、実費を負担した
助成額交通費、宿泊費、文書料などを除く接種に要した実
費に相当する額（接種した年度による上限あり）
※詳細は市ホームページをご覧ください。

健康推進課☎366－7483

まつど健康マイレージ付与 …

市ホームページ

◆C
　 ク

ol
ロ

ore
レ

r m
メ イ ソ ン

aison音楽教室　ピアノ
発表会
8/11㈷14時15分
問榎

えのもと

本☎070－7511－9273
◆映画「われ弱ければ　矢

や じ ま

嶋楫
か じ こ

子伝」
上映会　★
8/21㈰10時30分、13時30分　費用
1,200円（当日1,500円）
問良い映画を見る会☎03－5332－3991
※事前申込制。未就学児膝上鑑賞無料
 （席が必要な場合は有料）
◆フリーコンサートin松戸2022
～クラシックギター中心の器楽コン
サート～
8/27㈯11時
問永松☎342－3825

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

※ 公益通報者保護法による外部通報の受け付け・相談窓口は、
　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
消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119
消費生活相談 ㈪～㈮ 8:30～16:00 消費生活センター☎365－6565

福祉まるごと相談 ㈪～㈮ 9:00～16:30 地域包括ケア推進課☎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

電話相談
第1㈫ 六実支所
第1㈭ 小金原市民センター

障
害
者
相
談

中央基幹相談支援
センターCoCo

㈪～㈮ 8:30～19:00

総合福祉会館（2階）
※訪問可

☎308－5028
366－1138

小金基幹相談支援
センターおんぷ

秋山ビル3階（小金
442の14）※訪問可

☎712－2112
712－2126

常盤平基幹相談支援
センターふれあい

ふれあい22（1階）
※訪問可

☎388－6225
388－6222

障害がある人や
事業主からの就労相談

（予約制）
㈪～㈮ 9:00～18:00 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（中央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 ㈪～㈮ 9:00～17:00 松戸市成年後見相談室（中核機関）

☎702－3033
労働相談（予約可） ㈪㈭

（第3㈭を除く）17:00～20:00 勤労会館☎365－9666

起業相談（予約制） 要相談 松戸ビル13階
（松戸1307の1）

松戸スタート
アップオフィス

0120－917－854

経営相談（予約制） ㈪～㈮ 9:00～17:00 商工振興課 ビジまど
☎710－3530

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 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 児童生徒課（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3㈭は起業相談も）

祝日・
月末日
を除く

㈫㈬㈭ 10:00～15:00
ゆうまつど（2階）

男女共同参画課
☎364－8783

（予約優先）第1・3㈮ 17:30～20:30

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
市政相談・

一般民事相談
㈪～㈮

(原則電話のみ) 8:30～17:00★ 市役所本館2階相談
コーナー
※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

広報広聴課広聴担
当室
一般民事相談専用
☎366－7319（金
銭・身の上・相続等
の簡単な法解釈を
要する相談）
法律・不動産・税務・
登記相談予約
☎366－1162
行政書士相談予約
同相談事務局・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㈪のみ 9:00～12:00

㈪㈫㈭
（第2㈭、第5㈪㈫

を除く）
13:00～17:00

交通事故相談 ㈪㈫㈭ 9:00～17:00★
行政相談 第2・4㈪   9:30～12:00

不動産相談（予約制） ㈬
（第2㈬を除く） 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

外
国
人
相
談

English
Mon, Tue, Wed 13:00～16:00 City Hall main Bld. Level2

☎366－9151
※Telephone consultation in English 
is available within the time on the 
left schedule.
※电话中文咨询时间表如左图
※Your information will be strictly 
protected.
※咨询之事保守秘密

※その他
ほか

の言
げ ん ご

語については、モバイル
通
つ う や く き

訳機（テレビ電
で ん わ つ う や く

話通訳）を利
り よ う

用して相
そうだん

談
できます。

Thu, Fri 10:00～13:00

中文 Chinese
星期一・二・三 10:00～13:00

星期四・五 13:00～16:00

Tagalog・Filipino
Tue 13:00～16:00

Fri 10:00～13:00

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 要問い合わせ

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

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

人権相談（予約制） 第1㈪ 10:00～15:00 行政経営課
相談コーナー

行政経営課
☎366－7311

人権相談 ㈪～㈮ 8:30～17:15 法務局人権ダイヤル☎0570－003－110
無戸籍相談 ㈪～㈮ 8:30～17:00 市民課☎710－6080（無戸籍相談ダイヤル）

森のホール21 今月の催し物
☎384−5050

8月は、ホールの保守点検や工事のため、
大・小ホール共に催し物はありません。
休館日…月曜（祝休日の場合は開館し、翌平日
休館）



●太極拳1カ月無料体験会
日①8/1㈪・22㈪・29㈪各14時～16時②
8/10㈬・24㈬・31㈬各13時～15時会①
稔台市民センター②明市民センター申電
話で健身まほろば太極拳・芦沢☎080－
2010－1170へ
●健康麻雀
日8月の①㈪（8/8㈪を除く）②㈯③㈭
各12時～17時会①松飛台②六実各市民
センター③もとやま会館（新京成五香駅
下車）費各1,000円申電話でNPOメー
ク・小

こ が ね や

金谷☎090－6187－5060へ
●歌唱サークル見学会
日8/2㈫・9㈫・23㈫各13時～16時会
小金原体育館申電話で小金原歌唱サー
クル・髙橋☎090－7827－4979へ
●だれにでもできる！やさしい詩吟教室
日8/4㈭・11㈷各10時～12時会稔台
市民センター持筆記用具申電話で松

しょうほう

鳳
会
かい

・長谷川☎090－3046－4991へ
●ディスクゴルフ体験会
日8/6㈯、9/3㈯各13時～15時会千駄堀
スポーツ広場定各先着15人問松戸ディ
スクゴルフ体験クラブ・新井 arai@
jiritsufc.com
●健康体操体験教室（ストレッチ・リズム体操）
日8/8㈪・29㈪各9時20分～10時50分
会小金原体育館対50歳以上費500円問
健康体操ひまわり・増田☎344－3493
◆親子で作ろうSDGs水族館ランプシェー
ド！バナナペーパーとペットボトル、ルワ
ンダ布で
日8/20㈯10時～12時会森のホール21大
会議室対小学4年生以上の子とその保護
者定先着15組費800円申電話でH

ハ ッ ト

AT d
デ

e  
C
コ ー ヒ ー

offee ＆
アンド

 B
バ ナ ナ

anana・津田☎346－0307へ

●やさしい囲碁（入門～上級）
日8/10～31の㈬各13時30分～17時会
日本棋院松戸生涯学習支部（新京成五香
駅下車）費2,000円申電話で松戸生涯学
習入門サークル・岩島☎388－3022へ
◆税理士税務無料相談会（予約制）
日8/10㈬・25㈭、9/8㈭・22㈭各10
時～15時会松戸商工会館申電話で千葉
県税理士会松戸支部☎366－2174へ
◆電話d

で
e詐欺防止講座

日8/22㈪13時30分～15時会常盤平市
民センター申電話で常盤平団地地区高
齢者支援連絡会・村山☎387－1561へ
◆腰・股関節・坐骨・膝痛の解消体操
日8/14㈰9時45分～11時15分会市民会館
定先着5人費2,000円申電話で股関節柔軟
体操会・長谷部☎090－6535－2133へ
●松戸あひる会 人物画体験会〔各全4回〕
日8/23～9/13の㈫、9/27～10/25の
㈫（10/11㈫を除く）各18時30分～20
時30分会市民会館持クロッキー帳、ス
ケッチブック、画板、濃い鉛筆など費
各1,000円申電話で同会・坂本☎080－
5420－3492へ
●フリーコンサートin松戸2022～クラ
シックギター中心の器楽コンサート
日8/27㈯11時～16時会市民劇場問同コン
サート世話人・永松☎090－7245－5913
●硬式テニス教室①～③初心者④シニア
初心者
日①9月～11月の㈪②③10月～12月の
㈯④㈫会①③④栗ケ沢公園庭球場②中央
公園庭球場対①②③中学生以上④60歳
以上費①②④各10,000円③9,000円申
電話で松戸市テニス協会☎341－1133
（㈫㈭㈯12時30分～16時30分）へ

◆手びねり会 陶芸作品展
日8/23㈫～28㈰各9時～20時（23㈫は
13時から、28㈰は16時まで）会さわや
かちば県民プラザ（柏市）問同会・柳田
☎702－7202
◆みんな集まれ！江戸川土手で虫・コウ
モリ・星さがし
日8/27㈯16時15分松戸駅集合、19時
30分現地解散定先着25人費200円（未
就学児無料）申電話で東葛しぜん観察
会・長谷川☎080－1192－8359へ
●子育ての相談をよりよく聴くための講
座〔全12回〕
日9/2～R5/2/17の第1・3㈮各10時～
12時または9/11～R5/2/26の第2・4㈰
各14時～16時会向新橋青年館（東松戸
駅下車）講公認心理師・永瀬春美氏対乳
幼児の保護者の支援者になりたい人定各
先着20人費各10,000円申電話でNPO
子育てひろばほわほわ☎080－6641－
0239（昼間のみ）へ

◆9月開催予定のいぶきバザー（五香・
北小金）は中止します
　夏のそうめんなどの販売も中止します
問いぶきの広場（五香）☎389－1010、第
二いぶきの広場（北小金）☎341－1167
●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）
日9/2㈮・7㈬（予備日9/28㈬）各9時～
17時会栗ケ沢公園庭球場対市内在住・
在勤・在クラブの人、同協会加盟クラブ員
費1人1,500円（加盟クラブ員1,000円）
申8/14㈰〔必着〕までに、住所・連絡先
を明記の上、メールで同協会 m2d_
kateifujin@yahoo.co.jpへ
●シルバーショートテニス教室〔全8回〕
日9/5㈪・12㈪、10/3㈪・17㈪・31㈪、
11/7㈪・14㈪・21㈪各11時30分～12時
50分会運動公園体育館内スポンジボー
ルを使用対市内在住の60歳以上定先着
20人費1回500円申電話で松戸シルバー
テニス連盟・藤井☎366－3600へ

このコーナーは市民団体などからのお知らせです（●マークは社会教育関係団体、助成マークは市民活動助成事業です）
日…日時、日程　会…会場　内…内容　講…講師　対…対象　定…定員　持…持ち物　
費…費用（ …入会金） ※記載がないものは無料　申…申し込み先　問…問い合わせ先

…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象（各管轄地域内在住優先。年齢はおおむね、
記載がないものはどなたでも）　 …定員　 …持ち物　 …費用（記載がないものは無料）　

…申し込み先（記載がないものは当日会場で） …問い合わせ先 …まつど健康マイレージ付与

いきいき高齢者 安心センター
の催し（地域包括支援センター）

馬橋西　☎711－9430 711－9433

認知症サポーター養成講座 
8/15㈪14時～15時30分 馬橋市民センター
市内在住・在勤 先着15人 筆記用具 電

話またはFAXで

馬橋　☎374－5533 374－5501 

介護予防教室〔各1回〕
①9/6㈫②9/13㈫各13時45分～15時30分
①馬橋東②八ケ崎各市民センター 65歳以上
各先着①20人②25人 8/5㈮9時から、電話で

本庁　☎363－6823 710－7198

ゆっくりプログラム（座ってできる体操教室）
8/12㈮10時～11時 柿ノ木台公園体育館
市内在住の65歳以上 先着20人 8/2㈫

10時から、電話またはFAXで
認知症サポーター養成講座 

8/31㈬10時～11時30分 市民会館 市内
在住 先着20人 電話またはFAXで

常盤平　☎330－6150 330－6260

介護予防教室「歌って・踊って・笑って介護
予防!!」

8/31㈬、9/7㈬各14時30分～16時30分
常盤平市民センター 各先着25人 電話または
FAXで

新松戸　☎346－2500 346－2514

新松戸介護予防体操教室 
8/12㈮10時～11時 新松戸市民センター
60歳以上 先着20人 8/2㈫から、電話また

はFAXで
認知症予防教室2回コース 
①8/26㈮14時～15時30分②9/6㈫14時～

15時30分 新松戸市民センター ①講義②
チェアヨガ 60歳以上 先着15人 電話また
はFAXで
花ももカフェ～地域のつどいの場～

8/27㈯14時30分～16時 新松戸中央総合
病院 電話またはFAXで

六実六高台　☎383－0100 383－2288 

介護者のつどい
8/26㈮10時30分～11時15分 六実六高台

地域包括支援センター 介護をしている人 先着
5人 8/1㈪9時から、電話で

明第1　☎700－5881 700－5567

介護予防（体操）教室 
①9/7㈬②9/21㈬各9時45分～11時 ①勤

労会館②稔台市民センター別館 65歳以上 （初
回参加者優先） 各先着20人 8/1㈪10時から、
電話またはFAXで　※①②両方の参加不可。

矢切　☎710－6025 710－6027

矢切いきいきライフ応援クラブ（体操教室）
　

①8/4㈭13時30分～14時30分②8/8㈪10時
～11時③8/16㈫13時30分～14時30分 ①②
矢切公民館③まつど市民活動サポートセンター

65歳以上 各先着25人 ③のみ上履き
8/1㈪9時から、電話またはFAXで

　組織体制の変更により、令和4年4月から、各保健福祉センターでは、
下記のとおり電話または面接での相談を受け付けています。

栄養士・歯科衛生士への相談は、中央保健福祉センターへ。保健師への
相談は各保健福祉センターへ

相談内容 対応職員 会場 問い合わせ
成人・高齢者の
健康相談 保健師

栄養士
歯科衛生士

中央保健福祉
センター3階 健康推進課 ☎366－7481

妊産婦・育児の
相談

中央保健福祉
センター1階 子ども家庭

相談課
母子保健担
当室

☎366－7489

保健師
小金保健福祉
センター ☎346－5601
常盤平保健福
祉センター ☎384－1333

保健福祉センター各種相談のご案内保健福祉センター各種相談のご案内（公財）松戸市国際交流協会のイベント
①高校生英語スピーチコンテスト観覧者募集
　市内在住・在学の高校生が自分の考え・主張を英語でスピーチします。
定員先着100人
②青少年姉妹都市派遣（ホームステイ）事前説明会
　姉妹都市のオーストラリア・ホワイトホース市でホームステ
イをしてみませんか。費用の一部は同協会が補助します。
派遣期間令和5年3月16日㈭～23日㈭（予定）　募集人数7人
（書類審査・面接審査）　対象市内在住の中学・高校生　
共通
日時8月20日㈯①13時～17時②17時～18時　会場市民劇場

8月12日㈮までに、各申し込みフォームで
申し込み

フォーム②

申し込み
フォーム①

同協会☎711―9511

●常盤平社交ダンスサークル
日第2～4㈪各14時～16時会常盤平市
民センター費月2,000円 1,000円問
芝間☎385－6214
●松戸太極拳倶楽部
日㈯14時～17時会勤労会館定先着2
人費月3,500円 3,000円問菊岡☎
342－3491
◆なでしこダンスサークル（社交ダンス)
日月3回㈮13時～15時会勤労会館費月
3,000円問高橋☎090－5423－8923

●六実サッカークラブ
日㈰13時～15時会六実小学校対3歳
児～小学生費月1,500円 1,000円問
小巻☎090－8305－0603
◆舞

マ イ ム エ ム ケ イ
夢M・K（社交ダンス初心者）

日月3回㈬13時～15時会八ケ崎市民
センター定5人費月3,000円問村本☎
090－5816－8037

会 員 募 集
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詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページ（右記QRコード）をご覧ください。



人口と世帯 〔2022（令和4）年7月1日現在〕 〔　〕内は前月比

※住民基本台帳の登録数に基づき集計した人口です。

人口 497,678  人 〔 99 〕 男 247,037  人〔 △42〕
世帯 246,884  世帯〔 245 〕 女 250,641  人〔 141〕2022.8.1

（令和4年）
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　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

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。また、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

桐き
り
は
る晴

ち
ゃ
ん

莉り

こ心
ち
ゃ
ん

景け
い

ち
ゃ
ん

令和3年5月生
発見の毎日。優しいお兄ちゃん
と虹の上で見守ってくれてるお
姉ちゃんがいるから心強いね。
毎日楽しもうね！

令和3年10月生
待ちに待った女の子の誕生で、
お兄ちゃん達が毎日溺愛してい
ます。いつも幸せをありがとう！

令和3年9月生
晴れ渡る空の景色を見て、満足
できる人生を楽しんでほしい。

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)・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

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2歳未満）の写真募集中!

アプリ「カタログポケット」
広報まつどをスマートフォンで閲覧でき
ます。 10言語・自動読み上げに対応。
Read in multi languages!

カタログポケット

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

文化財保存活用課美術館準備室☎382－5570

同校☎392－8111

NECNECグリーンロケッツグリーンロケッツ東葛東葛がが
市長市長をを訪問訪問

　今年も甘くてみずみずしい梨がたわわに実りました。梨園ご
とにいろいろな種類の梨があります。市内の梨園を巡って食べ
比べてみてはいかがでしょうか。各梨園の詳細は同協会ホーム
ページをご覧ください。

　松戸市ゆかりの画家である板倉鼎・須美子夫妻
の作品283点を市に寄贈いただいたご遺族が紺綬
褒章を受章され、7月4日㈪に伝達式を行いました。
　今秋、寄贈いただいた作品の一部を展覧会で展
示する予定です。
受章者神崎眞

み ち こ

子氏（板倉鼎の姪）、板倉剛
ご う

氏〔板倉
鼎の甥の長男（伝達式は欠席）〕

　松戸市をホストエリ 
アとする同チームは、 

「ジャパンラグビーリーグ
ワン2022 DIVISION1」 
を最下位でレギュラー
シーズンを終えました
が、5月に行われた入
れ替え戦で三重ホンダ
ヒートに勝利し、来シ
ーズンのDIVISION1残留を決めました。
　7月6日㈬、今シーズンの報告と来季の上位8チーム
入りを目指し、チームの皆さんが市役所を訪問しまし
た。来期もみんなで応援しましょう！

開園期間8月上旬～10月上旬
もぎとり・直売標準価格1kg当たり750円
入園料無料

同協会
ホームページ

観観光光梨梨園園ががオオーーププンン！！

●人気の幸水（8月上旬以降）、豊水（8月中旬以降）
●上品な香りと甘さが売りのかおり（9月中旬以降）
●新しい食感と甘さを兼ね備えたあきづき（9月中旬以降）
●ひときわ大きく、酸味が少なく甘い新

に い た か

高（9月中旬以降）

市ゆかりの画家・板倉鼎
かなえ

のご遺族が紺綬褒章を受章

神崎眞子氏（左）板倉鼎『少女と子猫』

左から梶原健代表、本郷谷市長、
杉本悠馬選手、NEC千葉支社長・野崎英一氏

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、各支所など

梨園のパンフレットにクーポン券が付いています

主な品種

市内

ジャパンラグビーリーグワン

　6月27日㈪に行われた関東中学校ゴルフ選手権大会の男子個
人の部で、東部小学校出身の片野さんが1年生ながら優勝し、全
国大会出場を決めました。
　7月21日㈭に市長を表敬訪問した片野さんは、「全国でも上
位に食い込めるように頑張りたいです」と話してくれました。
全国中学校ゴルフ選手権大会は8月9日㈫・10日㈬に行われま
す。今後の活躍に期待しましょう！

光英V
ヴ ェ リ タ ス

ERITAS中学校 ゴルフ部1年

片
か た の

野貫
か ん い ち ろ う

一朗さんが関東大会優勝

　新型コロナウイルスの感染が7月以降急拡大してい
ます。7月21日には東京都の1日の新規感染者数が3万
人を超えました。この数字を松戸市の人口に換算する
と、1,000人超となります。松戸市においても東京都
の拡大ペースに合わせて感染者が増加しています。県
内の状況を見ますと、入院患者数は増加しているもの
の重症患者は7月20日現在9人と極端な増加はしてい
ません。過去の経験を踏まえると、感染拡大から沈静
化するまでに少なくとも2カ月はかかります。しばら
くは基本的な感染防止策の徹底をお願いします。
　一方、今夏は、熱中症にも気を付ける必要がありま
す。松戸市では熱中症で救急搬送される方が最も多い
時期が8月です。気象庁は、夏の間はラニーニャ現象
もしくはそれに近い状況が続くため、厳しい暑さにな
ると予測しています。厳しい暑さが続くと電力需給
ひっ迫注意報・警報が発令される恐れがありますが、
暑いときは我慢せずエアコンを使用して室内の温度や
湿度を調整してください。また、屋外で人との会話が
ないときはマスクを外し、こまめに水分を補給するな
ど熱中症対策も併せてお願いします。
　物価の高騰は、学校給食にもその影響が出ていま
す。昨年度と比較し、食用油が2倍に、小麦粉も
10%上昇するなど食材料費が高騰する中、このまま
給食費の値上げをしなければ、給食の質の維持が困
難な状況でした。そこで市は応急措置として、保護
者の負担を増やすことなく給食費は据え置き、来年3
月末までの食材料費の価格高騰分を市が補填する措
置を6月議会で可決していただき実施することにしま
した。
　松戸といえば「梨の名産地」です。樹の上で完熟さ
せることで濃厚な味わいとなる「まつどの梨」は、需
要が多く市場にあまり出回りません。そんな「まつど
の梨」を楽しむことができる市内観光梨園が8月上旬
にオープンします。この時期に旬を迎える「幸水」は
人気の高い品種です。ぜひ観光梨園に足を運んでいた
だき、この暑い夏を乗り越えてください。

感染防止策・熱中症予防の徹底を

131

松戸市お知らせ
キャラクター・

まつまつ

政策推進課☎366－7072


	広報まつど1面_0725-1
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	広報まつど3面_0725
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