
松戸市

「地域で何か始めてみたい」と考えている方に向けて、松戸市で行っている学習講座・
サークル団体・ボランティアなどの情報をまとめたガイドブックです。
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仕事や子育てが落ち着いて「これから何をしよう」と考えている方や、「新しいこと

を始めてみたいな」と考えている人に向けたスタートブックです。

松戸市（一部外部団体）が実施している講座や事業についての情報を

「学び」 「趣味」 「ボランティア・社会貢献」 に分けてまとめました。

松戸で「何か」をはじめるきっかけづくりに活用してください。

まつどで「何か」をはじめてみよう

学び

松戸市ではさまざまな講座を開催しています。

参加費は無料のものはもちろん、有料のものでも比較

的安価に受講できます。

気軽に参加できるので、ご自身の「学び」をスタートさせ

るきっかけづくりに最適です。

趣味

松戸市内にはサークル活動を行っている団体がたくさ

んあります。

今まで特に趣味と呼べるものが無かった方も、興味が

ある活動をスタートして、松戸に仲間を作ってみてはい

かがでしょうか。

ボラン

ティア

松戸市では子どもや高齢者、環境などの色々な分野で、

社会貢献活動が行われています。「誰かの役に立ちた

い」という方はボランティア活動をはじめてみては。

難しそうで急には始められない…という方には、ボラン

ティアの基礎知識について学ぶ講座もあります。



目 次

学 び

市で実施する学習講座

趣 味

社会教育関係団体一覧（スポーツ系団体）

社会教育関係団体一覧（文化系団体）

ボランティア・社会貢献

ボランティアをしたい人のための講座

ボランティア募集

Ｐ１

Ｐ４3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・ Ｐ7

・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１9

・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ３5

市民活動団体一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ４6



講座名 やさしい教養講座

内容

教員経験を持つ講師が、「国語」「数学」「英語」「社会」のそれぞれの分野
からピックアップした内容をやさしく楽しくわかりやすく学びます。また
「松戸」では月に1回、郷土の歴史や文化、産業、環境、福祉などについて
市役所職員がわかりやすく教えます。

対象 松戸市在住、在学の方

会場 矢切公民館　会議室

受講料 無料（テキスト代は実費）

申込方法

電子申請サービスまたは往復ハガキまたはメールで申込み※電子申請
サービスでお申込みの場合は市ホームページからお申込みください。
※ハガキまたはメールでお申し込みの場合は、郵便番号・住所・氏名・年
齢・性別・電話番号・希望教科を明記のうえお申し込みください。市外に
お住まいの方で市内にお勤めの方は市内在勤と明記してください。
※複数口座の申し込みも可能です。

申込期間：第Ⅰ期　令和4年4月1日（金）～4月11日（月）
第Ⅱ期　令和4年8月中旬

実施日程
第Ⅰ期　令和4年5月10日～9月27日　全19回（毎週火曜日）
第Ⅱ期　令和4年10月25日～令和5年3月14日　全19回（毎週火曜日）

定員
各教科それぞれ20名
※応募多数の場合は抽選となります。

問合せ先 社会教育課　電話：047-367-7813

学 び
市で実施する学習講座
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学び

講座名 生涯学習講座

内容

子どもから高齢者までを対象として、生涯にわたる多様な学習ニーズに
対応するため、様々な分野の講座・講演会などを行います。講座の回数
は、講座内容により異なります。（1回単発講座から、12回程度の連続講
座もあります）

対象 松戸市内在勤・在住・在学の方

会場 松戸市民劇場、各市民センター　他

受講料 無料　※各講座により教材費などがかかる場合があります。

申込方法
詳細は広報まつどや市ホームページ等に掲載いたしますのでご確認くだ
さい。

実施日程
講座により日程は異なります。詳細は広報まつどに掲載いたしますので
ご確認ください。

定員
数名から300名程度まで、講座により異なります。（応募多数の場合、抽
選となります。）

問合せ先 社会教育課　電話：047-367-7813
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講座名 東松戸ゆいの花公園の講座（花や植物に関する講座）

内容
フラワーアレンジメント講座や寄せ植え講座、ハーブ講座、クラフト講座な
ど様々です。

対象 ご応募くださったみなさま

会場 東松戸ゆいの花公園内　マグノリアハウス

受講料 材料費のみご負担いただきます。

申込方法
広報まつどにて参加希望者を募ります、詳細は広報まつどに掲載いたし
ますのでご確認ください。

実施日程
講座により日程は異なります。詳細は広報まつどに掲載いたしますので
ご確認ください。

定員 現在　定員12名（新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため）

問合せ先
東松戸ゆいの花公園管理事務所　電話

　　　　　　　　 　　 よいはな
：047-384-4187

学び
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学び

講座名 ＮＰＯ・市民活動よろず講座

内容
広報のテクニックから法人の運営に関するものまで、市民活動や地域活
動を行う上で役に立つスキルや知識を少人数制の講座でお伝えします。

対象
地域活動・市民活動やNPOの活動に関心のある方、または既に携わって
いる方

会場 まつど市民活動サポートセンター

受講料 無料

申込方法
電話またはメールでまつど市民活動サポートセンターに申込みしてくだ
さい。

実施日程
毎月１～２回開催します。詳しくはまつど市民活動サポートセンターへお
問合せください。

定員 10人～15人※各講座により異なります

問合せ先 まつど市民活動サポートセンター　電話：047-365-5522

講座名 自然観察会、みどりの講習会、こめっこ教室ほか

内容

植物、昆虫、野鳥、園芸の講習のほか、子供の稲作体験等を開催し、自然
に親しみながら学習をする場です。講座の回数は講座により異なりま
す。
（１回単発講座から、年数回の講座があります。）

対象 各講座により応募条件が異なります。

会場 21世紀の森と広場

受講料 講座により有料の場合がございます。

申込方法
前月の中旬に募集を行います。詳細はホームページ及び広報まつどに掲
載いたしますのでご確認ください。

実施日程
講座により日程は異なります。詳細はホームページ及び広報まつどに掲
載いたしますのでご確認ください。

定員 数名から30名程度で講座により異なります。（先着順）

問合せ先 21世紀の森と広場管理事務所　電話047-345-8900
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学び

講座名 聞こえのサポーター講座

内容
様々な要因による聞こえにくさからコミュニケーションに不自由を感じ
ている方々と筆談で対話する技術を学び、聴覚障害に対する理解と支援
の意欲を養う講座です。春と秋に開催しています。

対象 市内在住・在勤の同講座未受講で、全日程参加可能な方

会場 ふれあい２２（松戸市障害者福祉センター）

受講料 無料

申込方法
4月と9月にそれぞれ募集を行います。
はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、職業、電話番号、FAX番号を記入
して〒271-8588 松戸市役所 障害福祉課へ申込みをしてください。

実施日程
①6月の毎週月曜日　18時から20時　全４回（予定）
②10月の毎週火曜日　14時から16時　全４回（予定）

定員 20名程度（抽選）

問合せ先 障害福祉課　電話：047-366-7348

講座名
消費者月間教室（5月）
夏休み親子消費者教室（7月・8月）
秋の消費者教室

内容
消費者が豊かで安心な消費生活を送れるように、時世にあったテーマで
開催します。また、夏休みには小学生の親（保護者）と子どもを対象に、
共同作業を通じながら、消費生活について学習します。

対象 市民

会場 男女共同参画センターゆうまつど、勤労会館等

受講料 無料※開催教室により費用がかかる場合があります。

申込方法
開催教室ごとに募集を行います。詳細は広報まつどに掲載いたしますの
でご確認ください。

実施日程
開催教室により日程は異なります。詳細は広報まつどに掲載いたします
のでご確認ください。

定員 概ね20名～30名程度。開催教室により異なります。（抽選）

問合せ先 消費生活課　電話：047-366-7329
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学び

講座名 ゲートキーパー養成研修

内容
ゲートキーパーとは、身近で悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞い
て必要な支援につなげ、見守る人のことです。
相談されたときの対応や、話の聴き方のポイントなどをお伝えします。

対象
内容に興味のある方※講演内容により、有資格者や、従事職種を限定す
る場合があります。

会場 市民劇場ほか（動画配信する場合があります）

受講料 無料

申込方法
開催前にそれぞれ募集を行います。申込方法等詳細については、広報ま
つどまたは市ホームページに掲載いたしますのでご確認ください。

実施日程
令和4年度は、実施時期、対象者は未定です。
詳細が決まり次第、広報まつど・市ホームページでご案内します。

定員
50名～300名（ホール開催時など）
※各開催毎に定員数は異なります

問合せ先 健康推進課　電話：047-366-7481

講座名 救命講習会

内容 心肺蘇生法及びＡＥＤ等の使用方法を学びます。

対象
市内在住・在勤・在学している方のほか、各講習会により応募条件が異な
ります。

会場 市内消防署・消防局

受講料 無料

申込方法

【個人を対象とした講習会の申込】
講習会により申込日が異なります。詳細は消防局ホームページまたは広
報まつどをご確認ください。
【団体申込（５名以上）】
管轄の消防署へお申込みをしてください。

実施日程

【個人を対象とした講習会】
講習会により日程が異なります。詳細は消防局ホームページまたは広報
まつどをご確認ください。
【団体申込】
管轄の消防署へご相談ください。

定員

【個人申込】
定員10名（先着）
【団体申込】
各消防署へご確認ください。

問合せ先 救急課　電話：047-363-1145
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趣 味
社会教育関係団体一覧

松戸市内には多くのサークル・団体が社会教育関係団体として活動しています。

活動の詳細については、各団体にお問合せください。

インターネットでも検索できます！

「まつどまなびぃネット」で活動の種類やキーワードで社会教育関係

団体の検索をすることができます。

ぜひご活用ください！

ＵＲＬ：matsudo-s-edu.jp

● スポーツ系団体

種目 団体名 担当者 電話

バレーボール 北部 山﨑 047-368-2860

バレーボール 常三 久我 080-4901-4802

バレーボール こがさきA 佐野 090-3437-8020

バレーボール ひまわり 若林 047-365-0578

バレーボール ｸﾛｰﾊﾞｰZ 小林 047-389-9340

バレーボール それいゆ 神尾 080-5474-2935

バレーボール 紙ふうせんｸﾗﾌﾞ 須賀 080-3452-9773

バレーボール ﾎﾟﾌﾟﾗ 北代 047-361-1650

バレーボール ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ 山口 090-7423-3061

バレーボール ｺｽﾓｽ（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ） 山崎 047-368-9771

バレーボール いわさき 鈴木 047-309-0337
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趣味

種目 団体名 担当者 電話

バレーボール 寒風台ｸﾗﾌﾞ 中村 047-385-7115

バレーボール さがみ 藤本 090-7425-6501

バレーボール フレンズ 川合 047-345-4915

バレーボール 貝の花ｸﾗﾌﾞ 高橋 047-348-2327

バレーボール ｼﾞｮｯｷｰｽﾞ 飯島 047-341-0182

バレーボール 不二ｸﾗﾌﾞ 手塚 090-3691-0850

バレーボール 小金原ｸﾗﾌﾞ 大関 047-343-6028

バレーボール 松戸ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 佐藤 047-367-8588

バレーボール 根木内ｸﾗﾌﾞ 酒井 047-325-9986

バレーボール ﾊｯﾋﾟｰSVC 宮下 090-2170-2453

バレーボール Mint　friends 池森 047-309-0336

バレーボール ティンク 渡辺 047-389-1867

バレーボール コモクラブ 前谷 047-317-2376

バレーボール エバーズ 塩崎 090-1812-5744

バドミントン 六高台ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 高橋 090-2236-9303

バドミントン ﾍﾞｱｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 小林 090-8590-9163

バドミントン VFO会 岡田 080-5385-7857

バドミントン BLC 永田 047-341-4800

バドミントン MOCｸﾗﾌﾞ 近 047-366-3744

バドミントン 松戸ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 長谷部 080-3394-8865

バドミントン 松戸ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ 上田 080-3088-1355

バドミントン ｳｲﾝｽﾞ 大手 047-360-8455

バドミントン ｳｲﾝｸﾞｽ 小倉 047-386-3855

バドミントン 八ヶ崎ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 井出 090-5752-9412

バドミントン 松戸ﾌｧｰｽﾄｸﾗﾌﾞ 湧井 047-385-3087
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趣味

種目 団体名 担当者 電話

バドミントン 新松戸ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｻｰｸﾙ 富田 047-343-4306

バドミントン ときわｸﾗﾌﾞ 鈴木 047-384-1285

バドミントン ハピネス(バドミントン) 丸森 090-4129-8803

バドミントン ﾑｰﾝｼｬﾄﾙ 山室 080-1209-0087

バドミントン 松戸六実ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 会田 090-8485-2182

バドミントン ﾄﾞﾛｯﾌﾟｽ 峰 090-6942-9122

バドミントン わいわいｸﾗﾌﾞ 川端 047-361-5988

バドミントン 和名ヶ谷ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 佐々木 047-365-6712

バドミントン 東部バドミントンクラブ 向井 047-392-0810

バドミントン 矢切ゴールド 田﨑 047-710-5372

バドミントン テーマネットバドミントン同好会 寺田 047-367-0420

バドミントン コープみらい地域クラブ　イエローズ 山本 047-331-0868

バドミントン シャトルキング 柳澤 047-343-9102

バドミントン チムニークラブ 高橋 080-1123-0970

バドミントン ブレイク新松戸 川合 090-6495-1879

バドミントン 稔台ファミリーバドミントンクラブ 髙橋 090-7281-7573

バドミントン ナインティエイトクラブ 中村 047-363-4086

体操・ダンス チェリッシュクラブ 中橋 090-5423-8624

体操・ダンス 松戸ｱﾐｭｰｽﾞ新体操ｸﾗﾌﾞ 大門 047-392-7227

体操・ダンス さくら会 長井 047-385-4511

体操・ダンス ダンススポーツ　アスナロウ 三浦 04-7169-5400

体操・ダンス SUN体操ｸﾗﾌﾞ 近久 047-386-9711

体操・ダンス 常盤平ﾄｷﾜｸﾗﾌﾞ 広橋 047-386-1614

体操・ダンス さわやか体操ｸﾗﾌﾞ 鈴木 090-5589-9442

体操・ダンス 健康体操こがさき 和食 047-367-6890
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趣味

種目 団体名 担当者 電話

体操・ダンス 小金南体操ｸﾗﾌﾞ 平林 047-348-1701

体操・ダンス 健康体操ｺｽﾓｽ 篠部 047-364-9561

体操・ダンス 真美ﾌﾚｯｼｭ体操会 中山 047-388-5993

体操・ダンス ダンススポーツ　チャレンジ 杉原 047-344-0085

体操・ダンス 健友会 佐々木 090-4542-3258

体操・ダンス 健康体操ひまわり 増田 047-344-3493

体操・ダンス ﾘｽﾞﾑ体操ｸﾗﾌﾞ 南 047-385-0596

体操・ダンス 健康体操まつひ 広瀬 047-387-4633

体操・ダンス 稔台ﾘｽﾞﾑ体操同好会 矢吹 047-364-9606

体操・ダンス 体操サークル 大熊 047-341-2079

体操・ダンス ダンススポーツマイカイ（舞会） 太田 090-3694-7560

体操・ダンス サークルあすなろ 新山 047-362-6231

体操・ダンス 健やかｸﾗﾌﾞ 北川 047-360-3422

体操・ダンス 小金原美容体操ｻｰｸﾙ 前田 047-344-8668

体操・ダンス ｺｽﾓｽ会 村井 047-341-7688

体操・ダンス 健康作り体操 金子 047-345-6137

体操・ダンス SAM 境 047-346-1650

体操・ダンス 稔台婦人体操ｸﾗﾌﾞ 菅谷 047-364-4819

体操・ダンス 健康体操の会 山越 047-343-2081

体操・ダンス 稔台ﾘｽﾞﾑ体操 荒井 047-365-3221

体操・ダンス 健康体操ひまわり会 中垣 047-344-1433

体操・ダンス 新松戸ﾘｽﾞﾑｻｰｸﾙ 水谷 047-345-3764

体操・ダンス 八ヶ崎ｴｱﾛﾋﾞｸｽ 染井 047-341-6110

体操・ダンス ﾘｽﾞﾐｯｸ・ｶﾝﾌｰ八ヶ崎ｸﾗﾌﾞ 成嶋 047-341-6663

体操・ダンス 東部健康体操ｸﾗﾌﾞ 杉本 047-392-7884
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趣味

種目 団体名 担当者 電話

体操・ダンス ﾋﾞﾋﾞｯﾄFC 飯塚 047-713-0294

体操・ダンス 3B体操ｸﾗﾌﾞ 阪堂 047-369-3038

体操・ダンス FLAVA's 向後 080-6556-7603

体操・ダンス 歌謡体操 小関 047-365-4782

体操・ダンス ｻﾞ･ｴｸｻｻｲｽﾞ 武田 047-389-0698

体操・ダンス 爽健美体操ｻｰｸﾙ 淀川 047-711-7877

体操・ダンス 健康体操もくれん 加藤 047-348-0292

体操・ダンス 歩 眞道 070-4067-5470

体操・ダンス にこにこ健康体操くらぶ 小宮 047-363-2728

体操・ダンス
松戸KIDSチアダンスサークル

Candy Girls
稲葉 080-5548-3130

体操・ダンス ZERO 情野 090-5344-3461

体操・ダンス ｷｯｽﾞﾘｽﾞﾑ体操ﾎｯﾌﾟ・ｱｯﾌﾟ 西脇 047-362-1440

体操・ダンス KYB体操ｸﾗﾌﾞ 﨑野 047-703-9897

体操・ダンス odd 向後 080-6556-7603

体操・ダンス ﾘﾌﾚｯｼｭﾋﾞｸｽ･ｻｰｸﾙ 木内 047-315-4464

体操・ダンス 健康体操さざんか 平石 047-713-8189

体操・ダンス 生涯大学よさこい元気会 山野辺 047-388-5481

体操・ダンス さくらんぼ親子体操 渡邊 090-7210-9810

体操・ダンス 元気クラブ柿ノ木台 小森 047-363-2090

体操・ダンス キッズバトン松戸 長谷川 047-710-2604

体操・ダンス 五香体操会 江川 047-384-4692

体操・ダンス 活き活き体操クラブ 関 047-361-2637

体操・ダンス 体操クラブ　はつらつ柿の木台 菅野 047-363-6359

体操・ダンス のびのびクラブ 岡野 047-363-1613

体操・ダンス 新松戸カンフークラブ 長塚 090-5754-8925
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趣味

種目 団体名 担当者 電話

体操・ダンス ストレッチ・ヨーガ（B） 山口 047-344-9535

体操・ダンス M.Sバトン松戸 秋山 047-391-5707

体操・ダンス フェアリーズバトンクラブ 前川 047-705-0664

テニス ﾌﾛｰﾚ･ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾁｰﾑｽﾎﾟｰﾂ少年団 野尻 047-388-2565

テニス 常盤平ﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ 尾澤 047-386-7068

テニス 常盤平ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ 小椋 047-384-2344

テニス さわやかﾚﾃﾞｨ－ｽｸﾗﾌﾞ 安井 047-388-7464

テニス 小金原ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 井本 047-349-1399

テニス 牧の原硬式ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 石崎 047-384-4153

テニス 松年ｸﾗﾌﾞ 千把 04-7174-1698

テニス ときわ平ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 山崎 04-7197-2536

テニス ときわ平ﾅｲﾀｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 萩原 047-346-0414

テニス 栗ヶ沢ｸﾗﾌﾞ 山下 047-345-7084

テニス ｸﾛｰﾊﾞｰｸﾗﾌﾞ 鈴木 047-362-7297

テニス 硬式ｾﾋﾟｱﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 平田 047-387-9298

テニス ときわ平テニスクラブ 西田 047-386-9067

テニス 牧の原ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 小坂 047-385-3892

テニス 小金原ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 安蒜 047-361-0749

テニス 栗ヶ沢ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾗﾌﾞ 小杉 090-6947-3964

テニス ゆうかりﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 高杉 047-384-7828

テニス ﾌﾘｰﾀﾞﾑﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 田窪 047-389-6378

テニス それいゆ 奥野 047-364-2191

テニス 青空ｸﾗﾌﾞ 増田 047-361-2079

テニス ｺｽﾓﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 山口 047-388-2606

テニス 紙敷ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 山本 090-1178-6294
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趣味

種目 団体名 担当者 電話

テニス ﾎﾜｲﾄｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 森 047-342-3562

テニス ｱﾘｱﾑ 北澤 090-8728-8609

テニス たんぽぽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 菅原 047-342-4688

テニス ｺｱﾗﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 小岩 047-345-5039

テニス ﾚｯﾄｲﾝｸﾗﾌﾞ 湯浅 090-4623-6392

テニス あじさいｸﾗﾌﾞ 越野 047-365-2507

テニス 松戸ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ 木村 070-2150-9671

テニス ふじショートテニスクラブ 小嶋 047-366-1382

テニス 稔台テニスクラブ 有川 047-368-3303

テニス まつどﾃﾆｽ６期会 岩本 080-1019-1988

テニス 松戸中央軟式テニスクラブ 阿部 047-368-1718

テニス グローリーテニスクラブ 服部 080-8740-6732

テニス もくれん会 清水 090-7019-8540

テニス 牧の原ファミリーテニスクラブ 藤井 090-4708-5146

卓球 常盤平クラブ 吉岡 047-367-8018

卓球 矢切クラブ 佐々木 047-366-1553

卓球 JHD卓球ｸﾗﾌﾞ 金井 047-341-2280

卓球 水金会 佐山 047-345-2327

卓球 ﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾊﾟﾝｸﾗﾌﾞ 白井 047-385-4545

卓球 ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ 細木 047-365-2457

卓球 卓美会 浜田 047-344-3788

卓球 若草 根津 047-392-0080

卓球 弥生ｸﾗﾌﾞ 鈴木 047-387-2910

卓球 卓友会 久保田 047-345-3987

卓球 火木会卓球ｸﾗﾌﾞ 佐藤 047-365-5203
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趣味

種目 団体名 担当者 電話

卓球 東ﾊﾟｰｸ卓球ｸﾗﾌﾞ 小島 047-345-6619

卓球 松飛台卓球ｸﾗﾌﾞ 片野 047-388-0773

卓球 青松会 藤原 080-6519-6661

卓球 根木内卓球ｸﾗﾌﾞ 塩山 047-349-4109

卓球 五球会 粕谷 047-342-9024

卓球 松戸ラージ愛好会 清水 090-1129-9802

卓球 こがね 池野 047-345-0448

卓球 ひので卓球ｸﾗﾌﾞ 高田 090-9447-6008

卓球 馬橋ﾌﾘｰﾀﾞﾑ 三浦 070-6976-4160

卓球 あじさい卓球ｸﾗﾌﾞ 藤田 047-343-3117

卓球 すみれ 若狭 047-388-4422

卓球 八ヶ崎卓球ｸﾗﾌﾞ 菊池 047-343-7744

卓球 松友会 久保 047-369-3665

卓球 ﾘﾌﾚｯｼｭ21(卓球) 西岡 047-360-9036

卓球 弥生会 長島 047-368-6809

卓球 遊友クラブ 荒川 047-347-3251

卓球 はなみずき 山﨑 047-387-3708

卓球 若竹卓球クラブ 小田切 04-7191-3951

武道 新松戸太極拳サークル 菊地 047-345-8007

武道 松飛台空手道教室 徳武 047-385-4000

武道 松戸市柔道修錬会 茂木 047-386-1071

武道 松戸太極拳同好会 髙科 047-362-6080

武道 松戸市なぎなた連盟和名ヶ谷ｸﾞﾙｰﾌﾟ 布川 04-7103-2991

武道 ヨガ忘れな草の会 川辺 047-362-0372

武道 二十世紀が丘空手道会 千勝 090-6503-7341
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趣味

種目 団体名 担当者 電話

武道 松戸市合気会 財津 047-340-0830

武道 松戸合気道ｸﾗﾌﾞ 佐々木 090-1431-0644

武道 太極拳七八会 森下 047-363-7044

武道 太極拳　道 冨澤 047-345-3216

武道 松戸太極拳倶楽部 菊岡 047-342-3491

武道 松戸ふれあい太極拳教室 山形 047-392-0920

武道
正統無雙直傳英信流居合道

松戸研修会
江坂 047-391-7291

武道 小金原太極拳ｸﾗﾌﾞ 西岡 090-6047-1526

武道 松戸柔道ｸﾗﾌﾞ 薄井 047-348-1241

武道 松戸太極拳 布施 047-342-7731

武道 心身統一合気道松戸ｽﾎﾟｰﾂ少年団 葉山 080-6529-9873

武道 松戸陳式太極拳道友会 福良 047-369-6005

武道 健気会 秋山 090-9372-6172

武道 小金原正剣会 石井 047-343-0197

武道 小金原空手道ｽﾎﾟｰﾂ少年団 請井 047-345-7878

武道 新松戸空手道会 阿部 047-341-2046

武道 松生塾 高橋 047-345-2024

武道 稔台剣道ｽﾎﾟｰﾂ少年団 合田 080-5048-1704

武道 放松太極拳 舘 090-4822-4384

武道 麗太極拳道友会 及川 047-367-8264

武道 あおぞらｻｰｸﾙ 岡崎 047-389-5315

武道 五香空手道会 山城 090-6932-4725

武道 (楊名時)健康太極拳ふれあいｻｰｸﾙ 秋山 047-384-2075

武道 松警柔道少年部 菅
047-363-8478　 (松

戸・栄町整骨院）

武道 高塚剣友会 元川 047-391-5432
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趣味

種目 団体名 担当者 電話

武道 新松戸太極拳ｸﾗﾌﾞ 鈴木 047-346-2727

武道 太極拳励一互会(陳式) 杉浦 047-367-3516

武道 健康太極拳ｸﾗﾌﾞ 村上 04-7173-5169

武道 楊名時太極拳柿の木台教室 坂口 047-367-5368

武道 健康太極拳クラブ八柱 丹治 047-385-8530

武道 菊華太極拳 堀田 047-345-7820

武道 拳気会 秋山 090-9372-6172

武道 新松戸気功太極拳ｻｰｸﾙ 福島 090-6179-6536

武道 花の会 和久 080-5497-9825

武道 松戸市なぎなた連盟六高台ｸﾞﾙｰﾌﾟ 田口 080-1292-2379

武道 少林寺拳法千葉松戸拳友会 野口 090-1122-5575

武道 生涯大太極拳クラブ 谷部 047-463-3913

武道 松戸市なぎなた連盟運動公園ｸﾞﾙｰﾌﾟ 栗山 047-346-5095

武道 リラックス　ヨガ 横山 047-364-0580

武道 古武術サークル“忍” 大場 080-3004-5488

武道 健身まほろば太極拳 芦沢 04-7144-7552

武道 松戸太極拳楽会 箕浦 090-4362-5848

武道 森下式ヨーガ 大川 047-341-5541

武道 六実剣道会 高橋 047-315-6550

武道 六高台柔道クラブ 佐々木
047-311-1450 (佐々木

接骨院）

武道 気功友の会 正岡 047-388-4664

野球 古希松戸シニアスターズ 斉藤 090-8455-1434

野球 小金原ﾋﾞｸﾄﾘｰ 小野塚 047-348-5390

野球 古希松戸シニアスターズB 中島 047-391-3513

野球 松戸KSｶｰｼﾞﾅﾙｽ 新保 090-7746-9315
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趣味

種目 団体名 担当者 電話

野球 ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸｽ 宮崎 047-346-1434

野球 3Sﾘｰｸﾞ 杉村 090-4675-9013

野球 松戸ｼﾆｱｽﾀｰｽﾞ 齋藤 090-6684-2967

水泳 和名ヶ谷ｽｲﾐﾝｸﾞｻｰｸﾙ 村永 047-718-1521

バスケットボール 松戸ﾚﾃﾞｨｽ 荻谷 047-368-9414

バスケットボール 新松戸リンクス 西尾 090-1798-5400

バスケットボール 小金原ﾚﾃﾞｨｽ 荻原 047-348-1638

バスケットボール 常盤平ﾚﾃﾞｨｽ 太田 047-383-0038

バスケットボール ﾌﾞﾗｯｸｶﾞｰﾙｽﾞ 五十嵐 047-391-0863

バスケットボール ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ松戸ﾍﾞｱｰｽﾞ 山本 047-361-4110

バスケットボール ﾊﾝﾌﾟﾃｨ･ﾀﾞﾝﾌﾟﾃｨ 櫻田 090-4833-7799

バスケットボール Ａｒｃｈ 赤坂 047-315-5967

バスケットボール 松戸ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団男子 小林 047-387-9964

サッカー NPO法人上本郷ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 原 047-360-8886

サッカー 六実ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 小巻 080-6180-7502

サッカー ﾗﾋﾞｯﾄｷｯｶｰｽﾞ 天野 047-387-6765

サッカー 矢切ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 岸 047-366-5035

サッカー 栗ヶ沢FC 花井 047-342-7383

その他 ﾌｪﾆｯｸｽ 歌代 047-387-6457

その他 松戸山の会 和田 048-965-3327

その他 柿の木台スケルマ 斉藤 090-1776-6032

その他 松戸健走会 斉藤 047-343-3010

その他 松戸ﾊｲｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 斉藤 047-341-3218

その他 ときわ平ｱｶﾃﾞﾐｰﾎﾞｳﾗｰｽﾞ21 山﨑 047-383-3972

その他 ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞ 神谷 047-363-2500

17



趣味

種目 団体名 担当者 電話

その他 常盤平ｶﾞﾝﾊﾞﾛｰｽﾞ 小原 047-346-2041

その他 まつど山翠会 小林 047-374-5056

その他 松戸２１ＲＣ 遠藤 047-311-0289

その他 月曜会 成田 047-388-5720

その他 松戸一輪車クラブ　MIC 坂下 090-4092-4282

その他 Ｍ．Ｆ．Ｃ 海上 090-4841-4037

その他
ウイングメイト(ターゲットバードゴルフ

クラブ)
八本 080-6659-1621

その他 OVER DRIVE 野沢 090-3401-8119

その他 フリーダムマリンクラブ(F.M.C) 湯浅 047-718-5200

その他 j.apricot 柿沼 047-365-5017

その他 東葛・吹矢愛好会 前野 047-344-1169

その他 松戸ディスクゴルフ体験クラブ 新井 090-2901-9029
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趣味

分野 団体名 担当者 電話

話し方 実践話し方研究会 田中　 047-387-8179

歴史 松戸史談会 佐藤　 047-348-7882

歴史 松戸史跡マップ研究会 溝渕　 047-387-3902

歴史 松戸市立博物館友の会 蒲生　
047-384-8181

（博物館内）

歴史 創年古文書の会 高野　 047-705-7439

歴史 古代史研究会松戸[葛飾塾] 櫛田　 047-718-9760

歴史 ご近所探訪・地域を学ぶ 村上　 080-1152-1427

歴史 松戸の地名に親しむ会 定森　 090-3697-8876

歴史 牧馬会 河井　 047-386-3367

料理 ありのみ会 引間　 047-392-5832

料理 まめの会 小林　 090-9013-9779

料理 食生活みのり会 松迫　 047-364-3546

料理 ヘルシー会 杉浦　 047-387-6769

料理 男の料理　ニキクラブ 秋野　 090-7007-4818

料理 にんじんクラブ 斉藤　 047-388-2667

料理 レタス会 渡辺　 047-363-9593

油絵 松戸あひる会 坂本　 047-315-4837

油絵 馬橋美術会 松下　 047-342-3592

油絵 油絵土曜会 濱野　 047-363-4961

油絵 木曜洋画クラブ 谷 047-364-8727

油絵 パステル会 木名瀬 047-309-0721

● 文化系団体
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趣味

分野 団体名 担当者 電話

油絵 すばるの会 山田　 047-344-1704

油絵 洋画会・円 斉木　 090-3801-1117

民踊 安来節保存会大利根支部松戸部会 疋田　 047-387-6965

民謡 峻耀会　上本郷民謡愛好会 野口　 047-364-3050

民謡 松戸おけさ会 登石　 047-384-4017

民謡 越中おわら愛好会　東葛支部 森村　 090-6513-1803

盆栽・園芸 松戸蘭友会 朝倉　 047-361-1616

盆栽・園芸 松戸さつき会 篠崎　 047-384-1426

盆栽・園芸 ときわ草遊会 嵯峨　 047-387-6776

墨絵 墨松会 宮崎　 047-344-2176 

墨絵 華墨会 布目 047-343-7430

墨絵 墨絵りんどうの会 石井　 047-384-5686

墨絵 光墨会 青柳　 047-346-0191

邦楽 矢切筝曲サークル 宮澤　 047-364-3176

邦楽 松戸つゞみ連 鈴木 047-344-8971

邦楽 御陣屋太鼓を守る会 内田　 090-4438-9865

邦楽 松戸太鼓愛好会 阿部 047-391-5913

邦楽 松戸邦楽会 山本　 047-386-5726

邦楽 尺八むつき会 石井　 090-5755-6867

邦楽 大正琴あゆ（東の風）の囁きサークル 奥山　 047-387-9171

邦楽 新大正琴サークル 浜本　 047-362-1405

邦楽 鳳太鼓 根本 047-367-1303

邦楽 大江戸助六流太鼓菖友會 木村　 047-345-2351

邦楽 グループ「松戸フェルマータ」 藤田　 047-369-0877

邦楽 松風会 斉藤　 047-387-2008
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趣味

分野 団体名 担当者 電話

邦楽 矢切夢琴会 寺澤　 047-368-9774

邦楽 矢切舟謡会 柴田　 047-387-3483

婦人団体 稔台連合町会婦人部 高橋　 047-367-8015

婦人団体 まつど女性会議 渡辺　 047-367-3077

婦人団体 松戸友の会松戸方面 鴨田　 047-309-2066

俳句 松戸俳句会 有馬　 047-703-1433

俳句 「鴻」俳句会 岩佐　 047-364-9866

俳句 夏日俳句会 間部　 047-345-4574

俳句 笹俳句会 長木　 080-6586-9539

俳句 ひこばえ俳句会 水田　 047-343-8422

俳句 潮俳句会 岩井　 047-368-3738

俳句
鴫俳句会松戸支部初心者俳句サーク

ル
荒井　 047-363-3640

日本舞踊 日本舞踊同好会 村山　 047-363-9808

日本舞踊 東舞会 青柳 047-346-0191

日本舞踊 日本舞踊鈴の会 増田　 047-386-6981

日本舞踊 立流優稔台サークル 森村 047-384-0497

読書会 ともしび読書会 山田　 047-385-0607

読書会 松戸子どもの本ネットワーク 古山　 047-347-3725

読書会 おはなしおもちゃばこ 遠藤　 047-386-0389

道徳・倫理
一般社団法人 倫理研究所 家庭倫理の

会　松戸市
石井　 080-3419-8396

道徳・倫理 松戸モラロジー事務所 立澤　 047-388-1689

童謡 松戸童謡の会 渡辺　 047-361-2563

茶道 松戸茶道会 事務局 047-368-0020

茶道 矢切茶道サークル  つぼみ会 田中　 047-362-6817

茶道 茶道東湧会 山田　 047-345-9209
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分野 団体名 担当者 電話

茶道 戸定会 大内　 047-385-2406

男声合唱 東葛男声合唱団 木戸　 080-1045-5467

男声合唱 Ｅｎｓｅｍｂｌｅ　Ｃｈｅｃｋｅｒｓ 井上　 090-4178-9025

総合 小金文化団体遊心会 苅部　 047-345-6644

総合 小金原文化の会 安達　 047-343-6898

総合 ときわ平地区文化会 秋山　 047-389-7501

総合 小金芸術同好会 佐藤　 047-344-5914

総合 松戸ホビーサークル 加藤　 047-363-0503

総合 銀松会 草彅　 047-347-7595

総合 NPO法人装爽ネットワーク 木村　 090-8507-8092

総合 NPO法人　赤とんぼ 稲川　 090-8819-6229

川柳 松戸川柳会 秋山　 047-362-7808

川柳 川柳「あいの会」 川名　 047-388-5734

川柳 川柳「けやきの会」 二木　 047-384-6754

折紙 折り鶴 北楯 047-345-0100

小唄 葵会小唄・三味線矢切教室 鈴木 047-362-7306

女声合唱 松戸女声合唱団 三輪　 047-368-5292

女声合唱 松の実コーラス 久貝　 047-364-6369

女声合唱 アンサンブルフローラ 藤田　 047-344-8192

女声合唱 常盤平女声合唱団 尾崎　 047-388-0041

女声合唱 あじさい合唱団 苅部 047-345-6644

女声合唱 根木内ジョリーコーラス 高橋　 047-343-1506

女声合唱 矢切女声合唱団 高橋　 047-391-1356

女声合唱 馬橋フラウエンコール 柏木　 047-345-8255

女声合唱 ゆうかり合唱団 山田　 047-345-4407
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分野 団体名 担当者 電話

女声合唱 新松戸コール・マミー 梅原　 047-342-3473

女声合唱 コール樹里 野口　 047-384-2238

女声合唱 女声合唱団  瑞季 田口　 047-384-3532

女声合唱 ジョイフルコーラス 坂口　 047-367-5365

女声合唱 女声合唱団チェチーリア 吉田　 047-388-1407

女声合唱 女声合唱団コール・メイ 梅田　 047-367-0200

女声合唱 新松戸女声コーラス 池本　 047-347-1950

女声合唱 アンサンブル・ジュネス 家崎 047-363-0183

女声合唱 コール・モア 吉田　 047-341-3237

女声合唱 コール貝の花 柴田　 047-342-8134

女声合唱 ＳＴＥＰ１．２．３ 桑原 047-345-7674

女声合唱 合唱サークルどれみ 石井 047-388-0735

女声合唱
コープみらい地域クラブ　こ～る・あり

えっと
山田　 047-341-0516

女声合唱 合唱団あんだんて 水野　 047-344-7945

女声合唱 アンサンブル花音 宮澤　 047-385-2488

女声合唱 ハーモニーWith 酒井　 047-389-3375

女声合唱 Laかおるんご♪ 長谷川 047-394-5727

女声合唱 Chor さくら 大澤　 047-383-1167

女声合唱 コーロ・さくら 高橋　 047-362-7083

女声合唱 アンサンブルBee 玉谷　 080-3086-6681

書道 百星会 丸山　 047-363-1561

書道 土筆書道会 綾戸　 047-366-8609 

書道 華雪会 斉藤　 090-2454-5236

書道 松戸習字愛好会 中澤　 047-391-3101

書道 昌華文化サークル 飯村　 047-345-6958
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分野 団体名 担当者 電話

書道 たのしい書の会 梅村　 047-343-8367

書道 松戸伝統文化書道会 岡田　 047-727-1808

手工芸 ゆうかり手工芸文化の会 久保　 047-342-3862

手工芸 紅型染「千の葉」 足達　 080-5464-2235

手工芸 染の花 濱木　 047-330-6739

社交ダンス 松戸社交ダンスサークル 松沢　 047-363-6381

社交ダンス ＪＢＤＦ　松戸スポーツダンススクール 鶴丸 047-387-1569

社交ダンス カトレア  ソシアルダンス研究会 池田　 090-4524-9300

社交ダンス 六実ダンス愛好会 石井　 047-387-0088

社交ダンス 舞夢新松戸ダンスサークル 西 090-6511-3466

社交ダンス ふれあい　de　Ｅｎｊｏｙ 西 047-344-5691

社交ダンス パピヨンダンスサークル 田中　 047-342-7283

社交ダンス 新松戸社交ダンスサークル 吉村　 047-346-1736

社交ダンス ダンスサークルメイ 江原 047-368-9273

社交ダンス ジュピターダンスサークル 和田　 047-345-0727

社交ダンス ダンスサークル・ランディ 杉原　 090-9976-9720

社交ダンス 社交ダンスサークルときわ会 小林　 047-343-1429

社交ダンス あじさい社交ダンスサークル 芳澤　 090-5812-0895

社交ダンス 小金原ソシアルダンスサークル 清水　 047-341-0144

社交ダンス ソシアルダンスかがやき 粟田　 047-384-1579

社交ダンス あさま台ダンス同好会 高田　 047-387-6693

社交ダンス ヒマワリ会ダンスサークル 江種　 047-341-1250

社交ダンス 矢切ダンスサークル 平川 047-362-0578

社交ダンス ダンスサークル  フレンズ 長井　 047-385-4511

社交ダンス ダンスサークル  シェネ 江尻　 047-385-8642
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分野 団体名 担当者 電話

社交ダンス セレナーデダンスサークル 和田　 047-388-4615

社交ダンス ダンスサークル・ジョイナス 南雲　 047-385-6056

社交ダンス 水曜古ケ崎ソシアルダンスサークル 絵畑　 047-365-4034

社交ダンス ダンスサークル水曜会 駒井 047-386-6187

社交ダンス ニュークリスタルダンスクラブ 輿石　 090-9130-9305

社交ダンス コアラダンスクラブ 渡辺　 090-8032-2083

社交ダンス ダンスクラブ　金曜会 野口　 047-364-3050

社交ダンス 社交ダンスサークル土曜会 成瀨　 043-341-9129

社交ダンス ダンスサークルファースト 市村　 047-362-5438

社交ダンス 小金ダンスサークル 苅部　 047-345-6644

社交ダンス 社交ダンスサークルこぶし会 木村　 080-5485-2486

社交ダンス ベーシックダンスサークル 飯村　 047-343-8778

社交ダンス ダンスサークル・Ｊ＆Ｊ 杉原　 090-9976-9720

社交ダンス ＪＢＤＦ 松戸スポーツダンスサークル 中島　 080-9719-8591

社交ダンス 社交ダンスサークル　スズメ会 小林　 047-343-1429

社交ダンス ステップアップ　ダンスクラブ 髙橋　 090-6221-7299

社交ダンス 稔台月曜ダンスサークル 乙部 047-391-6707

社交ダンス 社交ダンスサークルさつき会 小林　 047-343-1429

社交ダンス ステップアップダンス　金曜クラブ 髙橋　 090-6221-7299

社交ダンス 常盤平社交ダンスサークル 芝間　 047-385-6214

社交ダンス 市民ダンスパーティ松戸 秋元　 090-8476-1820

社交ダンス 社交ダンスサークル　無名塾 塩坂　 080-1007-9819

社交ダンス ダイヤ社交ダンスサークル 黒野　 080-5041-4907

写真 フォトサークルアイリス 中西　 047-386-6070

写真 写団富士愛好会 横山　 047-385-1911
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写真 松戸文化写真会 古田　 047-364-6170

写真 ファミリー・フォト・グルッペ 西牧　 047-364-7890

写真 日本リアリズム写真集団松戸支部 伊藤　 047-711-9937

写真 写撮 ９８まつど 坂内　 047-391-3047

写真 あすなろ写友会 森下　 047-384-6773

写真 二葉会 今野　 047-388-2825

写真 フォトサークル光粒 若林　 047-341-8419

詩吟 翔龍会 佐藤　 047-344-5914

詩吟 吟亮流詩吟サークル馬橋教室 前田　 047-345-8139

詩吟 みのり台詩吟クラブ 加茂川 047-392-8189

詩吟 宗庵吟詠研修会馬橋サークル 畑澤　 047-702-3119

詩吟 輝龍会 佐藤　 047-344-5914

詩吟 松鳳会 長谷川 047-345-8173

詩吟 新松戸馬橋吟道会 大澤　 047-345-0329

混声合唱 松戸児童合唱団 松本　 047-361-6354

混声合唱 松戸市民合唱団 佐々木 047-342-1109

混声合唱 東葛合唱団 はるかぜ 太田　 047-384-4759

混声合唱 リンリーズ 浅井　 090-1111-5825

混声合唱 東松戸混声合唱団 坂本　 080-1283-8901

混声合唱 松戸混声合唱団 長崎　 047-343-3613

混声合唱 うたごえサークルひばり 中野　 047-384-2046

混声合唱 混声合唱団コール・アマフォーク 中塚　 090-5445-9734

混声合唱 アンサンブル・シャルマント 山村　 080-1192-1377

混声合唱 松戸合唱まちづくり同好会 鈴木　 047-344-7173

混声合唱 UTA－O　アミーゴs 尾崎　 080-3911-0041
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国際交流 国際交流カリフォルニアクラブ 岩尾　 047-391-6545

工芸 木彫  杉の会 小林　 047-367-7107

工芸 陶芸木曜会 石渡　 080-5899-0013

工芸 松戸七宝焼サークル 藤本 047-391-1917

工芸 鎌倉彫富岳会 立川　 047-346-6275

工芸 矢切陶芸クラブ 美和　 047-311-4621

語学 ゆっくり学ぶ中国語会 高野　 047-368-9311

語学 松戸ドイツ語読書会 松本　 047-349-0738

語学 松戸英会話同好会 大貫　 047-367-7227

語学 ＡＰＰＬＥ  ＥＮＧＬＩＳＨ  ＣＬＵＢ 岩間　 047-344-6549

語学 新松戸英会話サークル 仲村　 090-3800-7479

語学 ハングル（韓国語）を学ぶ会 祖父江 090-6172-2823

語学 松戸市日本語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会 江川　 047-389-2978

語学 松戸中国語サロン 森山　 047-340-5044

語学 ア・テンポ 荒木　 047-341-0794

語学 日中友好中国語サークル 恵澤　 047-366-2435

語学
特定非営利活動法人　外国人の子ども

のための勉強会
海老名 047-345-2051

弦楽器 新松戸アンサンブルＶｉｖａｃｅ 笹原　 047-344-6454

弦楽器 松戸ギタークラブ 徳田　 047-388-1864

健康 自彊術振興会松戸支部 二宮　 047-344-8180

健康 矢切レクリエーションクラブ 田中　 090-6525-1215

健康 健康づくりグループサークル・アキ 小林　 047-362-3152

健康 矢切健康づくりグループ 徳田　 047-362-0051

健康 健康づくりグループ円 村上　 047-386-6261

健康 健康づくりＭＫ 上枝　 047-361-9385
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健康 ポコ　ア　ポコ 市橋　 047-342-2346

健康 ハタヨーガサークル 高橋　 047-346-4396

健康 健康麻雀サークルひまわりの会 石垣 047-385-3577

健康 まつど塾 井上　 047-311-0201

健康 健康マージャンサークル笑心 松本　 090-4249-4093

鑑賞 きみ待つまつど 橋本　 047-348-7454

管楽器 松戸市民吹奏楽団 菅井　 047-384-0407

管楽器 松戸ブラスオルケスター 本山　 047-360-2169

管楽器 よこすかウインドアンサンブル 渋谷 090-6037-3673

管楽器 音楽愛好会  セカンズ 太田 047-385-0857

管楽器 まつどだっこんちぇると 鈴来　 080-5051-7559

管楽器 松戸ホルンクラブ「月うさぎ」 白幡　 047-389-5668

管楽器 おんがく集団　四分休符 事務所 080-9679-0503

華道 奥様いけ花会 輿水　 047-363-2786

押し花 押花サークル「桜」 渡邊　 047-384-3552

押し花 押花サークルローズ 渡部　 090-5339-1697

演劇 松戸市民劇団 向後　 047-389-1977

育児・こども 松戸市少年少女発明クラブ 松菱　 047-342-4422

育児・こども ＮＰＯ法人　子どもっと　まつど 事務所 047-344-2272

育児・こども さてにな１／１６ 湯田 047-361-0941

育児・こども おはなし糸ぐるま 加藤　 047-345-4305

育児・こども 松戸家庭教育研究会 加藤 047-367-1137

育児・こども あおぞらKID’S 須澤　 090-2177-9190

育児・こども スコーレ松戸 田口　 047-340-0333

育児・こども 松戸子どもの文化連絡会 﨑野　 047-703-9897
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趣味

分野 団体名 担当者 電話

育児・こども 冒険遊び場まつどあそぼうよ 山口　 047-349-2141

育児・こども ずっこけ・ウー 松井　 047-374-5780

育児・こども NPO法人子育てひろばほわほわ 事務所 080-6641-0239

育児・こども 絵本の会「たんぽぽ」 河合　 047-389-2580

育児・こども 親子リトミックサークル「きらりずむ」 伊豆味 090-6514-3247

育児・こども 子育ての杜　まめっちょ・ととけっこう 星野　 047-389-2120

囲碁・将棋 稔台囲碁クラブ 河合　 047-363-2414

囲碁・将棋 松飛台囲碁クラブ 川村　 047-386-1424

囲碁・将棋 常盤平囲碁クラブ 清水　 047-386-1988

囲碁・将棋 緑会囲碁クラブ 菊山　 047-362-6935

囲碁・将棋 松戸生涯学習支部入門サークル 岩島　 047-388-3022

囲碁・将棋 緑会囲碁教室燦燦 平尾　 047-367-9945

囲碁・将棋 松戸碁友会 吉田　 047-365-3653

ボーイスカウト ボーイスカウト松戸第４団 澤田　 047-384-5288

ボーイスカウト ボーイスカウト松戸第７団 伊藤　 047-727-2960

ボーイスカウト ボーイスカウト松戸第１団 渡部　 047-383-3028

ボーイスカウト ボーイスカウト松戸第１０団 伊原　 047-343-6156

ボーイスカウト ボーイスカウト松戸第９団 菊池　 090-9810-8020

ボーイスカウト ボーイスカウト松戸第８団 野村　 047-346-5906

ボーイスカウト 日本ボーイスカウト松戸第６団 渡辺　 047-342-9697

ボーイスカウト ボーイスカウト松戸第5団 髙橋　 047-362-3035

ペン字 常盤平ペン習字クラブ 原田　 047-387-0527

ペン字 小金原ペン習字サークル 松野　 047-342-4281

ペン字 松戸いずみペン習字サークル 神﨑　 047-360-6629

ペン字 松戸ペン習字クラブ 小林　 090-6482-4761
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趣味

分野 団体名 担当者 電話

ペン字 馬橋ペン習字サークル 岡本　 047-343-3287

ペン字 明ペン習字サークル 西原口 047-368-5361

ペン字 二十世紀が丘ペン習字サークル 熊倉 047-392-8313

ペン字 馬橋東ペン習字サークル会 為定　 047-366-5225

フォークダンス 松戸フォークダンス同好会 小原　 047-346-5413

フォークダンス すみれフォークダンス同好会 中田　 047-341-7585

フォークダンス 五香フォークダンス同好会 小菅　 047-387-5494

フォークダンス 明フォークダンスサークル 桜井　 047-362-2864

フォークダンス コスモスフォークダンスサークル 石井 047-341-4688

フォークダンス 二十世紀が丘フォークダンス赤いクツ 菅原　 047-367-4080

フォークダンス 秋桜Ｓ．Ｃ．Ｄ 大木　 047-368-6899

その他洋画 松戸シルクスクリーンの会 須原　 047-346-5557

その他洋画 あすなろ会 鈴木　 047-707-8786

その他洋画 友画会 山内　 047-367-1667

その他洋画 創美会 本祥　 047-344-8258

その他洋画 緑樹会 上野　 047-341-8733

その他洋画 松戸水彩会 陸島 047-364-6761

その他洋画 金曜デッサン会 森田　 047-346-3606

その他洋画 新松戸・版画バンバン 溝上　 047-346-5827

その他洋画 松戸スケッチ会 二瓶　 047-349-0834

その他洋画 彩の会 藤井　 047-367-3110

その他洋画 木馬会 秋場　 047-367-3297

その他文芸 松戸短歌会 塩入　 047-391-5016

その他文芸 史の会 福田　 047-367-3208

その他文芸 文章サークルあすなろ 大友 047-386-7514
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趣味

分野 団体名 担当者 電話

その他美術 松戸美術会 小島　 047-366-8469

その他美術 松戸クロッキーの会 細谷　 047-384-4736

その他美術 松戸版遊会 土屋　 047-367-1870

その他美術 ＭＯＡ美術館まつど児童作品展松戸会 岡田　 047-727-1808

その他音楽 松戸スウィングセピア 中島　 047-367-0974

その他音楽 松戸シティフィルハーモニー管弦楽団 若井　 047-388-1183

その他音楽 松戸ハーモニカ・アミーゴ 萩野　 047-364-9805

その他音楽 松戸声楽勉強会 五味 047-391-3519

その他音楽 松戸歌謡友の会 中村　 047-388-0308

その他音楽 松戸サウンドセレクション 関口　 047-385-5500

その他音楽 オカリナサークル響 中平　 047-331-3035

その他音楽 矢切フォークソング愛好会 三浦　 047-366-0555

その他音楽 松戸青少年交響楽団 吉田　 047-365-8358

その他音楽 木曜歌謡サークル 大貫　 090-9834-4800

その他音楽 マハロ・クラブ 神崎　 04-7175-1770

その他音楽 歌謡「銀声会」 中村　 047-345-4529

その他音楽 松戸シニアアンサンブル“アモーレ” 廣川　 047-385-6324

その他音楽 ペア・リーフ 鴇田　 047-392-3461

その他音楽 スマイル・トーン 久保　 047-347-0209

その他音楽 松戸コカリナサークル森の音 谷口　 047-360-6699

その他音楽 生涯大学校　軽音楽クラブ 田村　 047-386-5565

その他音楽 トマ音楽サークル 遠藤　 047-366-5528

その他音楽 松戸音楽活動同好会 武石　 047-365-5236

その他音楽 アンサンブル・北小金 内藤　 090-8433-7476

その他ダンス メイプルスクエアダンスクラブ 渡辺　 047-345-4361
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趣味

分野 団体名 担当者 電話

その他ダンス 松戸パインコーンズ 稲井　 047-344-0261

その他ダンス フラ　ハラウ　カ　ヴァイ　ラニ 齊藤 047-345-5939

その他ダンス Ｄａｎｃｅ  Ｖｉｌｌａｇｅ  ２１ 松本　 047-365-4762

その他ダンス 馬橋スクエアダンスクラブ 望月　 047-365-7122

その他ダンス 馬橋フラサークル 酢崎　 090-4831-7110

その他ダンス モハラワヒネフラダンス 大貫　 090-7018-0242

その他ダンス 美トレ☆Shape！エアロ 柿崎　 090-2335-7301

その他ダンス シェイプアップエアロビクス 山下　 047-341-8672

その他ダンス ＳＳＰフラメンコ松戸サークル 増田　 047-314-5217

その他ダンス 稔台スクエアダンスサークルi 金澤　 047-386-1076

その他ダンス 松戸ハワイアン・フラサークル 蜷川　 080-3489-4016

その他 松戸郵趣会 鈴木　 047-342-5666

その他 松戸奇術会 岩田 047-388-2783

その他 松戸アマチュア無線クラブ 椿　 090-5546-6177

その他 松戸釣りクラブ 左手　 090-5818-7723

その他 ホーム指圧指友会 大橋　 047-387-0556

その他 松戸カウンセリングの会 荒木　 047-341-9450

その他 「小さな親切」運動松戸支部 渡邉　 047-364-6233

その他 おーい図書館 青木 047-311-0886

その他 小金オープンスクール 室﨑　 04-7449-3949

その他 まつ里会 浅山 047-362-4564

その他 松戸ケナフの会 石川　 047-345-3140

その他 松戸里やま応援団　一起の会 佐竹　 047-342-2366

その他 まつど生涯創年の会 坂部　 047-388-8318

その他 電気工作同好会 太田　 090-2908-4522
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趣味

分野 団体名 担当者 電話

その他 チプコの会 金澤　 047-392-5126

その他 川いい会 阿部　 047-343-5463

その他
心スッキリ☆私にあったお片づけを

見つける会
山﨑　 090-2545-4746

その他 アースコン・マツド 川上　 047-367-5231

その他 万作踊り　松戸保存会 中根　 047-389-5019

カラオケ 歌謡教室　ソング4^2(フォーツー) 苅野　 047-309-8006

カラオケ 歌謡ボーカル同好会 小川　 047-386-1056

カラオケ 小金原歌唱サークル 大畑　 047-345-6182

カラオケ 好歌会 中野　 047-348-2776

ガールスカウト ガールスカウト千葉県第20団 池田　 047-391-1267

ガールスカウト
ガールスカウト日本連盟千葉県第２

４団
日向野 047-345-0582

ガールスカウト ガールスカウト千葉県第２６団 荒川　 047-341-0171
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講座名 まつど地域活躍塾

内容

松戸をより暮らしやすく、魅力的な街にするために、地域で活動に取り
組む方を応援するための塾です。講義、ボランティア体験、ワークショッ
プを通して、松戸市の現状や松戸で行われている地域活動について学
ぶ連続講座です。修了後は、活動を始めるためのマッチングやフォロー
をまつど市民活動サポートセンターが行います。

対象 地域で活動する意思のある市内在住、在勤、在学の18歳以上の人

会場 Ｚｏｏｍによる受講と実地体験

受講料 5,000円

申込方法
5月中旬～6月中旬に参加者を募集します。詳細は5月15日発行の広報
まつど市民活動特集号をご覧ください。

実施日程 ７月～翌年2月

定員 40名

問合せ先 まつど市民活動サポートセンター　電話：047-365-5522

ボランティア・社会貢献
ボランティアをしたい人のための講座

講座名 おはなしボランティア養成講座

内容

読み聞かせの方法や絵本について学び、おはなしボランティアとしての
スキルを身に着ける講座です。
受講後は「図書館おはなしボランティア」に登録して、図書館や子育て施
設等で行われるおはなし会で読み聞かせボランティアとして活動しま
す。

対象 市内在住で全日程受講できる方

会場 子ども読書推進センター

受講料 無料

申込方法
10月中旬～10月末頃参加者を募集します。詳細は10月発行の広報まつ
どに掲載しますのでご確認ください。

実施日程 11月頃～1月頃

定員 10名程度

問合せ先 図書館　　電話：047-365-5115
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講座名 子育て支援員研修

内容

子育て支援に携わりたい方を対象に、保育や子育て支援に必要な知識
や技術を習得する講座です。
修了後は「松戸市子育て支援人材バンク」と「ファミリー・サポート・セン
ター」に登録され、おやこＤＥ広場や保育所等での仕事に従事します。

対象

①～③を全て満たす人
①市内在住で全日程参加できる人
②研修終了後に市内の対象事業で働く希望がある人
③ファミリー・サポート・センターの提供会員として登録できる人

会場 未定

受講料 未定

申込方法
詳細が決まり次第、広報まつどまたは市ホームページに掲載いたします
のでご覧ください。

実施日程
詳細が決まり次第、広報まつどまたは市ホームページに掲載いたします
のでご覧ください。

定員 未定

問合せ先 子育て支援課　　電話：047-366-7347

講座名 まつどファミリーサポートセンター基礎研修

内容

まつどファミリーサポートセンターへの登録を希望する方を対象に、子ど
もの心と体の発達や、安全と病気などを学ぶ研修です。
受講後にまつどファミリーサポートセンターに登録すると、育児支援を行
うことができます。
また併せて出生直後提供会員研修を受講すると、出生直後の支援も行う
ことができます。

対象 市内在住で健康な方で、育児ボランティア活動に理解と熱意のある方。

会場 男女共同参画センターゆうまつど　など

受講料 無料

申込方法 詳細はまつどファミリーサポートセンターへお問合せください。

実施日程 5月、7月、10月、1月を予定しています。

定員 なし

問合せ先 まつどファミリーサポートセンター　　電話：047-330-2941

ボランティア講座
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講座名 里やまボランティア入門講座

内容

里やまボランティアをしたい方を対象に、都市の樹林の役割と現状を学
び、森を歩きながら、松戸の緑について考える全5回の連続講座です。
受講後は里やまボランティア団体に加入したり、受講者同士で新しく団
体を立ち上げて活動します。

対象 市内在住・在勤・在学の方

会場
21世紀の森と広場パークセンター、囲いやまの森、市内各地の森、市民
センターなど

受講料 3,000円

申込方法

例年8月～９月頃に参加者の募集をしています。
ちば電子申請サービスまたははがき、Ｅメールに住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、ＦＡＸ番号を記入してみどりと花の課まで申込みをして
ください。

実施日程 10月～11月

定員 20人

問合せ先 みどりと花の課　　電話：047-366-7378

講座名 花づくり体験講座

内容

花にかかわるボランティアをしたい方を対象に、花づくりの基本を学ぶ
全5回の連続講座です。
受講後は花壇づくりを行う花の愛護団体に加入したり、受講者同士で新
しく団体を立ち上げて活動します。

対象 市内在住・在勤・在学の方

会場 金ケ作育苗圃

受講料 無料

申込方法
例年4月上旬頃までに募集をしていますが、令和４年度については、
5月13日（金）までに、みどりと花の課へ電話で申込みしてください。

実施日程 5月～7月の午前中

定員 15人

問合せ先 みどりと花の課　　電話：047-366-7378

ボランティア講座
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講座名 認知症サポーター養成講座

内容

認知症サポーターになるために、認知症に対する正しい知識について、
専門の講師を通じて学ぶ講座です。
希望する受講者は市に登録して「オレンジ声かけ隊」となり地域の高齢者
の見守り活動を行うことや、「オレンジ協力員」となりボランティアとして
活動を行うことができます。
オレンジ協力員は活動実績に応じて、年間最大5,000円分の交付金、ま
たは障害者就労施設生産品と交換できるポイントが付与されます。
（交付金を松戸市社会福祉協議会に寄付することも可能）

対象 市内在住、在学、在勤の方

会場

①市内の高齢者いきいき安心センター（地域包括支援センター）、市民セ
ンターなど
②団体（10名以上）で受講をする場合は、団体が希望する場所で講座を
実施できます。

受講料 無料

申込方法
①直接高齢者いきいき安心センター（地域包括支援センター）へ申込み
②実施日時・場所をあらかじめ決めた上で、地域包括ケア推進課　地域
支援担当室へ申込み

実施日程
①地域包括ケア推進課　地域支援担当室へお問合せください
②年末年始を除く平日・休日の9時～21時の間の1時間30分

定員 実施会場によって異なります

問合せ先 地域包括ケア推進課　地域支援担当室　電話：047-702-3652

講座名 訪問型元気応援サービス基本研修

内容

家事等の手伝い・受診の付き添い・話し相手など、少しの時間を活用して
高齢者の自立を応援する担い手のための研修です。
研修受講後はサービス実施団体に所属し、実務研修を受講する必要があ
ります。

対象 高齢者の生活支援に関心のある市内在住の方

会場 地域包括ケア推進課　地域支援担当室へお問合せください。

受講料 無料

申込方法 地域包括ケア推進課　地域支援担当室へお問合せください。

実施日程 地域包括ケア推進課　地域支援担当室へお問合せください。

定員 地域包括ケア推進課　地域支援担当室へお問合せください。

問合せ先 地域包括ケア推進課　地域支援担当室　電話：047-702-3652

ボランティア講座
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講座名 まちづくりキーパーソン養成講座

内容
地域活動を実践する上で、必要となる知識やノウハウを体系的に習得
できる連続講座です。受講後の地域活動についてはまつど市民活動サ
ポートセンターでマッチングやフォローを行います。

対象
地域活動・市民活動やNPOの活動を行っている方、または自分自身の
団体を立ち上げてみようと考えている方

会場 まつど市民活動サポートセンター

受講料 無料

申込方法 まつど市民活動サポートセンターへ電話で申込み。

実施日程
2022年度の詳細はまつど市民活動サポートセンターへお問合せくだ
さい。

定員 10名

問合せ先 まつど市民活動サポートセンター　　電話：047-365-5522

講座名 ふれあいサービス　協力会員基礎研修

内容

ふれあいサービスは高齢や障がいにより家事や1人での外出に不安を感
じている方へサービスを提供している有償ボランティア事業です。活動
に対して1時間900円からの謝礼金が受け取れます。
担い手になるには研修を受講して頂きます。

対象
・ボランティア意識のある松戸市在住・在勤の方
・20歳以上で健康な方
・資格や経験は問いません

会場 松戸市社会福祉協議会　第1・2ボランティア室　他

受講料 1,000円

申込方法 ふれあいサービスまで電話でお問合せください。

実施日程 ふれあいサービスまで電話でお問合せください。

定員 10名

問合せ先
松戸市社会福祉協議会　ふれあいサービス
電話：047-368-2941

ボランティア講座
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講座名 ボランティアカレッジ2022

内容
長期にわたる講座でボランティアに必要な知識を学び活動しながら、地
域の中で仲間と共に輝く自分を見つけるための講座です。

対象

下記①～③を全て満たす方
①ボランティアに興味があり、すべてのプログラムに参加できる方
②個人ボランティア登録及びボランティア活動保険への加入
③年間を通してボランティア活動をする意思のある方

会場 松戸市社会福祉協議会　第1・2ボランティア室　他

受講料 3,000円（別途、保険料550円）

申込方法 ボランティアセンターへ電話で申込みしてください

実施日程 6月～1月までの指定日（講義）及び、ボランティア体験・活動日

定員 30名

問合せ先
松戸市社会福祉協議会ボランティアセンター
電話：047-362-5963

ボランティア講座
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講座名 松戸市手話奉仕員養成講座（後期）

内容 手話を学び、聴覚障害者に関する福祉の理解と認識を深める講座です。

対象 松戸市在住・在勤で、全日程参加可能な方

会場 ふれあい２２（松戸市障害者福祉センター）

受講料 前期テキストをお持ちの方は無料

申込方法
４月に募集を行います。
はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、職業、電話番号、ＦＡＸ番号を記入
して〒２７１－８５８８ 松戸市役所 障害福祉課へ申込みをしてください。

実施日程
5月～11月までの毎週水曜日　14時00分～16時00分
全27回（予定）

定員 ２０名程度（抽選）

問合せ先 障害福祉課　電話：０４７-３６６-７３４８

ボランティア講座
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ボランティア講座

ＭＥＭＯ
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ボランティア名 プロボノMATSUDO

内容

社会的・公共的な目的のために、仕事で培った経験やスキルを活かすボラ
ンティア活動（プロボノワーカー）として活動することは、地域や新しい活
動分野に触れ、新しい関係をつくることにもつながります。企業にお勤め
の方、個人事業主の方、以前仕事をされていた高齢者の方など、プロボノ
ワーカーとしてスキルを必要とする団体を支援しませんか。
活動の効率化などの支援を必要とする団体へ、プロボノワーカーを派遣
するマッチングを行います。

対象
各団体の希望する支援内容により求められるスキルが異なるため、プロ
ボノMATSUDOホームページおよび特設ウェブサイト「GRANT」をご覧
ください。

申込方法
プロボノMATSUDO特設ウェブサイト「ＧＲＡＮＴ」にて申込してくださ
い。
https://grant.community/matsudo

問合せ先 認定ＮＰＯ法人サービスグラント（市より委託）　電話：03-6419-4021

ボランティア・社会貢献
ボランティア募集

ボランティア名 介護支援ボランティア

内容

「無理なく元気に介護予防」をテーマに、高齢者の皆さんに市内の特別養
護老人ホームなどの福祉施設や放課後児童クラブでボランティア活動を
していただきます。活動内容はレクリエーション等のお手伝い・散歩、外
出、屋内移動における補助・話し相手・お茶出し、配膳、下膳などの補助・
ベッド周りの清掃、草取り、洗濯物の整理、理念交換等・見守りなどです。
活動実績に応じて、年間最大5,000円の交付金、または障害者就労施設
生産品と交換できるポイントが付与されます。（交付金を松戸市社会福祉
協議会への寄附とすることも可能）

対象 65歳以上の方で、市内に在住、在勤、在学の方

申込方法
松戸市社会福祉協議会へ電話にて登録説明会を申込し、説明会参加後、
登録。

問合せ先 松戸市社会福祉協議会　電話：047-362-5963
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ボランティア名 松戸市立総合医療センターボランティア

内容
外来患者さんに対しての、案内・誘導、車椅子利用者の介助、申込書の作
成補助などのボランティアです。

対象 平日午前9時～11時の間で週1回以上活動できる方

申込方法 松戸市立総合医療センター経営課へ電話で申込みしてください。

問合せ先
松戸市立総合医療センター経営課
電話：047-712-2511（代表）

ボランティア名 切手整理ボランティア

内容

寄附された「使用済み切手」をハサミで切り揃え、整理するボランティア活
動です。毎週水曜日に松戸市社会福祉協議会のボランティア室で行いま
す。
整理された切手は、障がい者の支援団体の自立支援活動に寄贈したり、
リサイクル団体へ送り換金し地域福祉活動の資金として役立てられてい
ます。

対象
ボランティア活動に興味があり、個人ボランティア登録及びボランティア
活動保険に加入できる方

申込方法 ボランティアセンターへ事前に電話で相談

問合せ先
松戸市社会福祉協議会ボランティアセンター
電話：047-362-5963

ボランティア募集

ボランティア名 松戸市青少年相談員

内容

千葉県知事及び松戸市長より委嘱される制度ボランティアで、3年任期
(R4.4.1～R7.3.31)です。
青少年健全育成の担い手として、スポーツや野外活動、文化活動等のイベ
ントを主催したり、地域のお祭り等に協力したり、子どもたちと関わる活
動をしていただきます。

対象
20歳以上55歳以下の方で、青少年の健全育成や子どもや地域とかかわ
るボランティアに興味のある方

申込方法
市HPより申込書をダウンロードし、子どもわかもの課までメール等で提
出してください。

問合せ先 子どもわかもの課　電話：047-366-7464
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ボランティア名 松戸市赤十字奉仕団

内容

下記活動等を一緒に行っていただける方を募集しています。
・日本赤十字社社資の募集
・献血ルーム呼びかけ奉仕活動（2名で月8～9回）
・定例会（月1回）
・各種募金・義援金奉仕活動
・防災訓練への参加（炊き出し）（年1回）
・特別養護老人ホーム訪問ボランティア

対象
「赤十字のボランティア活動を通じて地域社会に貢献したい」という思い
を持った市内在住、18歳以上の人

申込方法 地域福祉課へ電話で申込みしてください。

問合せ先 地域福祉課　電話：047-366-3019

ボランティア募集

ボランティア名 結いの会

内容

　東松戸ゆいの花公園内の一部花壇にて以下のようなボランティア活動
をしてくださる方を募集しております。
• 花壇のデザイン
• 花壇やプランターへ草花の植え付け
• 花がら摘みや水やり等の維持管理
• イベントの計画・運営

結いの会で管理している花壇は園内の約4分の1を占め、ゆいの花公園
の名物のひとつであるデザイン花壇も含まれています。
　今まで活動してきたメンバーと一緒に市と協働し、東松戸ゆいの花公園
で花壇の維持管理(月2回から4回、主に火曜・水曜の午前中）をしてくだ
さる方を随時募集しています。

対象 市と協働し、東松戸ゆいの花公園で花壇の維持管理をしてくださる方

申込方法 まずは気軽に活動にご参加ください

問合せ先
東松戸ゆいの花公園管理事務所　電話

　 よいはな
：047-384-4187
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市民活動
松戸市市民活動登録団体一覧

松戸市で活動している市民活動団体について紹介します。活動

の詳細については各団体にお問い合わせください。

※電話番号を公開していない団体については、一覧に加えてお

りません。より詳しい情報は市HPをご覧ください。
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/shiminkatsudo

u/siminnkatudoudantai.html

　　分野 団体名 担当者 電話

まちづくりの推進
特定非営利活動法人

アイギス
大森 047-392-6055

まちづくりの推進 エコトンボの会/日本エコトイ協会 鬼塚 047-385-9221

まちづくりの推進
特定非営利活動法人

人材パワーアップセンター
藤井

090-1458-
4857

まちづくりの推進 松戸宿坂川献灯まつり実行委員会 近藤 047-362-5356

まちづくりの推進
根木内歴史公園サポーター

(根っ子の会)
三嶋 047-343-8041

まちづくりの推進 松戸生活やくだちたい 古澤 047-388-8172

まちづくりの推進
特定非営利活動法人

すまいの応援団
武田 047-361-6815

まちづくりの推進 明地区こあら食堂の会 石塚
090-1999-

5232

まちづくりの推進 小金ほのぼの食堂の会 安達
080-6585-

1568

まちづくりの推進 松戸音楽活動同好会 武石 047-365-5236

まちづくりの推進 北小金ドリームプロジェクト 遠山
090-2906-

0070

まちづくりの推進 アンサンブル北小金 内藤
090-8433-

7476

まちづくりの推進 まつど地域活躍塾つながりの会 佐藤
080-2188-

9038

まちづくりの推進 宿りのまち 山崎
050-5373-

7118

まちづくりの推進 超普通スタジオ 楠本
090-5476-

4356

まちづくりの推進 できる街プロジェクト 楠本
090-5476-

4356

まちづくりの推進 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 宇本 047-311-1111

科学技術の振興
特定非営利活動法人

中央安全保障情報本部
石井 047-308-2655

学術、文化、芸術又はスポーツ
の振興

松戸市武術太極拳連盟 熊谷 047-392-1902

学術、文化、芸術又はスポーツ
の振興

全日本写真連盟　松戸支部 木村
090-5796-

3226
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市民活動

　分野 団体名 担当者 電話

学術、文化、芸術又はスポーツ
の振興

松戸合唱まちづくり同好会 鈴木 047-344-7173

学術、文化、芸術又はスポーツ
の振興

新松戸カンフークラブ 長塚
090-5754-

8925

学術、文化、芸術又はスポーツ
の振興

日本将棋連盟　松戸支部 佐藤 047-389-7192

学術、文化、芸術又はスポーツ
の振興

健身まほろば太極拳 芦沢 04-7144-7552

学術、文化、芸術又はスポーツ
の振興

特定非営利活動法人
桜　ＪＢ　ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ

桜
080-3005-

2889

学術、文化、芸術又はスポーツ
の振興

松戸バラエティーアンサンブル会 濱崎 047-384-1889

学術、文化、芸術又はスポーツ
の振興

松戸碁友会 吉田
090-2456-

7021

学術、文化、芸術又はスポーツ
の振興

健康麻雀サークル　和やか 藤波 047-718-5687

環境の保全 松戸里やま応援団　七喜の会 山下
090-5317-

4178

環境の保全
特定非営利活動法人

松戸エコマネー「アウル」の会
千葉 047-368-0980

環境の保全 坂川の花桃を愛する会 太田 047-341-3501

環境の保全 坂川を愛する会（すみれ会） 荒井 047-346-8055

環境の保全 メイク松戸ビューティフル 平野 047-368-0980

環境の保全
松戸里やま応援団

「甚左衛門の森の会」
岩下 047-311-1882

環境の保全 松戸地域猫スタートサポート 山中
080-3405-

8986

環境の保全 川いい会 阿部 047-343-5463

環境の保全 おからを食べよう会 和知
080-7235-

0888

環境保全 一般社団法人銀座環境会議 平野
070-8489-

2577

環境保全 松戸里やま応援団 三嶋
080-2331-

4228

環境保全 松戸里やま応援団　囲いやま森の会 三嶋 047-343-8041

国際協力 日本中国友好協会東葛飾支部 田中 047-384-7593

国際協力
特定非営利活動法人

なかよし学園プロジェクト
中村 047-704-9844

災害救援
東日本大震災復興支援

松戸・東北交流プロジェクト
佐藤 047-710-5519

子どもの健全育成
特定非営利活動法人

子どもっとまつど
渡辺 047-344-2272

子どもの健全育成
認定特定非営利活動法人

外国人の子どものための勉強会
海老名 047-345-2051
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市民活動

　分野 団体名 担当者 電話

子どもの健全育成
特定非営利活動法人

松戸子育てさぽーとハーモニー
石田 047-394-4217

子どもの健全育成
特定非営利活動法人
子育て支援ぽこら

桑島
090-2907-

8552

子どもの健全育成 拡大写本まつど 石井 047-392-6787

子どもの健全育成
特定非営利活動法人

子どもの環境を守る会Ｊワールド
三浦

047-344-0544
(SRCビル内）

子どもの健全育成 絵本の会「たんぽぽ」 河合 047-389-2580

子どもの健全育成 松戸子どもの文化連絡会 滝川 047-347-7448

子どもの健全育成 共育ステーション　地球の家 熊谷
047－387－

1440

子どもの健全育成 子どもの未来を考える会 佐藤 047-312-0124

子どもの健全育成
NPO法人

MamaCan
山田

080-7025-
1403

子どもの健全育成 ブックトーク恵の会 小林 047-386-3710

子どもの健全育成
特定非営利活動法人
いきいき杉の子会

石飛 047-362-4857

子どもの健全育成
 NPO法人

子育てひろばほわほわ
駒野

080-6641-
0239

子どもの健全育成 みかんこども食堂 廣川
090-1187-

2656

子どもの健全育成
まつどでつながるプロジェクト運営協

議会
二村

070-1362-
3777

子どもの健全育成 特定非営利活動法人ウィーズ 光本 047-404-6660

子どもの健全育成 集いの場「じいちゃんち」 満園 047-384-6939

子どもの健全育成 ファミリーサポート・勇気づけ 居波 047-346-2711

社会教育の推進
特定非営利活動法人

健康マージャンやまがクラブ
徳光 047-347-7308

社会教育の推進 おーい図書館 青木 047-311-0886

社会教育の推進 きみ待つまつど 橋本 047-348-7454

社会教育の推進 KUJ松戸静坐倶楽部 小松 080-1141-1144

社会教育の推進 松戸友の会・松戸方面 鴨田 04-7173-7626

社会教育の推進 さわやか会 堀口
080-6776-

1774

社会教育の推進 ブラック企業をなくす東葛の会 岸 04-7132-8710

社会教育の推進 まつどルポ 高橋 047-710-3577
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市民活動

　　分野 団体名 担当者 電話

社会教育の推進
特定非営利活動法人

老いじたくあんしんねっと
杉浦 047-345-3351

社会教育の推進 スコーレ松戸 田口
090-6190-

6629

社会教育の推進
認定NPO法人千葉県東葛地区・生と死

を考える会
三井 04-7141-2440

消費者の保護 松戸市消費者の会 後藤 047-345-3516

消費者の保護 食の安全安心を考える市民の会 古宮
090-9963-

8980

消費者の保護 あおぞらの会 森 04-7131-7372

情報化社会の発展
特定非営利活動法人
松戸ITVネットワーク

足達
080-5173-

7185

情報化社会の発展
特定非営利活動法人

快適IT空間
石井 047-703-7284

情報化社会の発展 ぱそこん１１９ 鈴木 047-342-4018

人権の擁護・又は平和の推進
一般社団法人

コスモス成年後見サポートセンター千葉県支部
藤倉 047-388-3060

人権の擁護・又は平和の推進 狭山事件にとりくむ東葛住民の会 神林 047-343-3803

人権の擁護・又は平和の推進 動物福祉団体いのち 木村
090-8500-

9439

団体の運営又は活動に関する
連絡、助言又は援助

特定非営利活動法人
まつどNPO協議会

山崎
090-9826-

3729

男女共同参画
自分らしく生きられる社会をめざす会

ダイバーシティまつど
岡本 047-718-4107

男女共同参画 ハラスメント撲滅PJまつど 山田
050-7122-

5009

地域安全 パトラン松戸 竹内
070-7468-

7739

保健、医療又は福祉の増進 松美福祉会 角谷 047-368-9341

保健、医療又は福祉の増進
「千葉県生涯大学校東葛飾学園」

東葛飾福祉会
角谷 047-368-9341

保健、医療又は福祉の増進
認定特定非営利活動法人

たすけあいの会ふれあいネットまつど
奥田 047-710-7450

保健、医療又は福祉の増進
NPO法人

日本車椅子レクダンス協会 松戸支部
齊藤 047-365-8701

保健、医療又は福祉の増進
認定NPO法人

東葛市民後見人の会
堀井 047-344-1834

保健、医療又は福祉の増進
特定非営利活動法人

さわやか福祉の会・松戸くらしの助っ人
松下 047-340-3314

保健、医療又は福祉の増進
特定非営利活動法人

NPOメーク
小金谷 047-711-6728

保健、医療又は福祉の増進
傾聴ボランティア
ハートピアときわ

桶口
090-4523-

3706

保健、医療又は福祉の増進
特定非営利活動法人

テイパーズクラブ
吉住 047-386-7608
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市民活動

　分野 団体名 担当者 電話

保健、医療又は福祉の増進
一般社団法人

日本産業カウンセラー協会東関東支部
吉野 04-7168-7160

保健、医療又は福祉の増進
特定非営利活動法人

葡萄の家
東 047-364-6899

保健、医療又は福祉の増進 介護・認知症の家族と歩む会・松戸 北川
090-5509-

5398

保健、医療又は福祉の増進 まつど☆笑いヨガクラブ 橋本 047-348-7454

保健、医療又は福祉の増進
特定非営利活動法人

土曜会
福良 047-385-7070

保健、医療又は福祉の増進
NPO法人

みんなでサポートちば
青木

080-5429-
4605

保健、医療又は福祉の増進
一般社団法人

まつど地域共生プロジェクト
松村

080-1099-
9447

保健、医療又は福祉の増進 くるみの会 坂本
080-6631-

0662

保健、医療又は福祉の増進 シニアあんしんサポートまつど 秋本 047-711-5583

保健、医療又は福祉の増進 サークレスト 近藤 047-382-6570

保健、医療又は福祉の増進 Cheers!! 秋本
090-5307-

8677

保健、医療又は福祉の増進 全国パーキンソン病友の会千葉県支部 赤松 047-343-3639

保健、医療又は福祉の増進 松戸リーダーズクラブ 野毛
070-3300-

0012

保健、医療又は福祉の増進
長期療養児童と家族支援とうかつネッ

トワーク
富永 047-703-7936

保健、医療又は福祉の増進 まつどフードバンク 南澤
090-4498-

2654

保健、医療又は福祉の増進
特定非営利活動法人
SmileResource

阿部
090-2722-

2692

保健、医療又は福祉の増進 障害年金サポートセンター 青木 047-386-7598

保健、医療又は福祉の増進 新松戸地区高齢者支援連絡会 土橋 047-346-2500

保健、医療又は福祉の増進 認知症予防＋ソナエ 阿部 090-1110-6565

保健、医療又は福祉の増進 浅間台笑劇研究部 神原
090-6301-

4426
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まつど市民活動サポートセンター（指定管理者：特定非営利活動法人まつどＮＰＯ協議会）
住所：松戸市上矢切299-1 松戸市総合福祉会館１階 電話：047-365-5522

ボランティア募集

まつど市民活動サポートセンター
「ボランティアを始めたいけどどうしたらいいんだろう…」

「どんな地域活動があるのかわからない…」

などボランティアや地域活動についての情報は、まつど市民活動サポートセンター

にあります。

思い立ったらまずサポセンへ！

● コーディネーターに相談できます

● 色々な講座に参加できます

● 大小さまざまな部屋を利用できます（※有料）

ボランティアについては、お気軽にご相談

ください。市内の社会貢献活動についての情報提供や団

体とのマッチングなど、幅広くコーディネーターが対応し

ます。

サポセンには、市民活動のさまざまな場面で役立つ施設やツールがあります。

利用には市民活動団体登録が必要になります。詳細はお問い合わせください。

活動についての講座・イベント・勉強会を実施しています。

どんなことでもスタートするときは手探りのことばかり。

ボランティア活動をするために、参考になる講座ばかりで

す。
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