
　皆さんは、就職したい企業の情報をどのように収集していますか。
　新聞や就職情報誌、企業案内から情報を収集するだけではなく、直接企業で働く人た
ちから話を聞くことで、就職したいと思える企業や業種・職種のことをもっとよく知り、
一緒に働いてみたいという人との出会いがあるかもしれません。松戸市には魅力ある企
業がたくさんあります。この機会に足を運んで企業の魅力を知り、就職に結び付けましょう。

あなたも

を目指しませんか！

電話で㈱学情松戸市就職サポート事業運営事務局☎03－3545－7310、また
は同説明会ホームページ へ　※一時保育を希望する場合は7月7日㈮までに、電話
で商工振興課☎711－6377へ。
問同課☎711－6377、 mcsyoukou@city.matsudo.chiba.jp

同説明会
ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

都機工㈱・山田奈々未さん
（平成27年説明会に参加）

　説明会に参加したきっかけは、事務
職での採用予定がある企業の参加が
あったからです。説明会当日は、身だ
しなみに気を付け、大きな声であいさ
つすることを心掛けました。また、事
前にホームページで参加企業の情報を
収集して臨みました。
　私がどの企業ブースから回ろうかと迷
い、動くことができなかった時に、職員
の方が優しく誘導してくれました。企
業と参加者の距離が近く、どの企業

の採用担当の方も丁寧に説
明してくれたので、企業のことを深く
知ることができました。私が説明会に
参加した企業の採用試験を受けようと
決めたのは、採用担当の方の説明がわ
かりやすく、自分がその企業で働くイ
メージを持つことができたからです。
　自分が就職したい業種、企業が決
まっていない人も、説明会に参加して、
いろいろな企業の話を聞くことで新し
い発見があると思います。

　介護の仕事には4K「感動・健康・工夫・感謝」が
あります！写真展や合同就職相談会で、介護の現場で
働く人たちのいきいきとした姿に触れてみませんか？

期間7月8日㈯～20日㈭
場所松戸駅東西連絡通路

　昨年開催された写真展の動画です。
問介護保険課☎366－7370

　介護の仕事に興味がある人を対象に、
市内介護事業所等の採用担当者による面
談や相談等を行います。
　詳細は市ホームページをご覧ください。
日時7月22日㈯10時～12時45分、
　　13時15分～16時
会場松戸商工会議所　
費用無料
問松戸市合同就職相談会事務局 
 　（特別養護老人ホームあすなろ内）
　☎311－7001（9時～16時）

介護のしごと in まつど

合同就職相談会 

無資格でもOK!

働きながら資格が取れる!

介護の仕事にブランクのある人も!
※一部の事業所を除く。

松戸市
介護じょし
写真展

松戸市介護だんし
写真展動画

を応援
します! 皆さんの就職活動

まつど合同企業説明会
7月15日㈯13時30分～16時30分
会場 松戸商工会議所（松戸駅下車）  
対象15歳～おおむね39歳までの求職者
      （平成30年3月卒業予定者含む）

説明会参加者の

就職したい若者集まれ !

松戸市で
働こう!

同時開催!

就職支援
セミナー

　まつど合同企業説明会
の徹底活用術を事前にお
伝えします。
日時7月15日㈯
　　13時～13時30分

介護だんし・じょし
無料

入退場自由
一時保育あり

事前登録特典あり

声

社
市内企業

7/1
No.1582
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●夏休みの子どもイベント
●災害協力井戸の登録をお願いします
●ステキな出逢いがここにある！縁結びサポート・畑婚
 市民活動はじめて物語
 「市民活動特集」を折り込んでいます



要申込

●市民センターおはなし会
日程 会場
7/14㈮ 明市民センター
7/18㈫ 小金原市民センター
7/19㈬ 東部スポーツパーク
7/21㈮ 五香市民センター

日程 会場
7/25㈫ 小金市民センター（分館内）
7/27㈭ 和名ケ谷スポーツセンター（分館内）
7/28㈮ 新松戸市民センター

時間各15時30分～16時　対象幼児～小学生と保護者
●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）
7/11㈫ 10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
7/14㈮ 10:30～11:00 常盤平児童福祉館
7/18㈫ 11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・システム（野菊野保育園内）
7/21㈮ 10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
7/26㈬ 10:30～11:00 E－子どもの森　ほっとるーむ新松戸
7/27㈭ 10:30～11:00 矢切公民館
7/28㈮ 11:20～11:50 根木内こども館

●親子絵本講座
7月14日㈮10時30分～11時10分　会場同センター
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
7月6日㈭・7日㈮・11日㈫・13日㈭・21日㈮・25日㈫・
27日㈭各10時30分～11時、14時30分～15時　
会場同センター　対象0歳～3歳くらいの子と保護者

●小学校での読み聞かせ講座
7月6日㈭10時～12時　内容ともだち&学校がテーマの本　
会場同センター　対象小学生の保護者　定員先着50人　

対象①⑦小学生
②⑤⑧小学生と
保護者④小学4年
～6年生⑥幼児～
小学3年生　
定員先着①各回
50人⑤50人②⑥
⑦⑧30人③80人
④各回10人

7・8月の新番組「ヘルクレスの大冒険」
投影開始時刻10時30分（文字解説付き）、15時30分（1回40分）
※水・木曜は15時30分のみ
7・8月のキッズ&ジュニアアワー
①宇宙クイズにちょうせん!②南斗六星のふしぎなおはなし
投影開始時刻①13時30分②14時30分（1回20分）
共 通  投影日 7月8日㈯～8月31日㈭の土・日曜と祝日（7月26日
㈬以降は水・木曜も投影）　定員各回先着80人　費用50円（中学
生以下無料）　※投影開始30分前から2階で受け付け。
8月の星空観望会 要申込
8月5日㈯18時30分～20時30分　内容星空案内と天体望遠鏡で
の観望（雨天曇天の場合はプラネタリウムのみ）　定員先着80人
（中学生以下保護者同伴）　費用無料
電話で同館☎368－1237へ

定員各抽選①⑤⑨⑩⑬⑭20人②8組③⑦20組④10人⑥⑪⑫15人
⑧40人　費用①②④～⑦⑨～⑭無料③1組300円⑧2,000円
各教室の締切日〔必着〕までに、電子申請サービスか、直接窓口（は

がき持参）または往復はがきに、希望教室名（複数申し込
み可）・住所・参加者氏名（ふりがな）・性別・学校名・学
年・電話番号・返信用宛名を記入して、〒270－0035新松
戸南2の2　青少年会館へ　※はがき・往復はがきは、1教室
につき1枚必要。 ※市内在住・在学の人のみ参加できます。

会場①③ゆうまつど②④京葉ガス松戸料理教室（松戸駅下車）　対象小学3年～6年
生と保護者　定員各抽選で①③15組（1組3人まで）②④10組（1組②3人④2人ま
で）  ※①③は一時保育あり（要予約、各先着6人、1歳6カ月～小学2年生、おやつ代
200円）。 費用①1個1,000円②1組900円③無料④1組1,000円
7月12日㈬〔必着〕までに、往復はがきに希望教室名（複数申し込み可）・住所・

参加者氏名・年齢・学年・電話番号を記入して、〒271－8588松戸市役所　消費
生活課「夏休み親子消費者教室係」へ　※抽選結果は7月18日㈫以降に通知。定員
に満たない場合は7月18日㈫から電話で受け付け。

対象0歳～3歳くらいの子と保護者

問図書館☎365－5115　
共 通  会場子ども読書推進センター

①「にしまきかやこ」の世界であそぼう!
②見てトクする自由研究他

7月22日㈯～8月30日㈬
9時30分～17時
（月曜、 7月28日㈮は休館） 

子ども・本まつり

親子消費者教室 要申込

日時 講座

① 7/22㈯ 10：00～11：3013：30～15：00 本格エコトンボを作って空高くとばそう!

② 7/26㈬ 10：00～11：30 目が見えないってどんなこと?（お話を聞こう!点字を打ってみよう!） 
③ 7/27㈭ 10：30～11：30 落語っておもしろい （柳家千寿氏と子どもたちの落語を聞こう!）

④ 8/  3㈭ 10：00～11：3013：30～15：00 図書館探検!百科事典で物知りになろう!

⑤ 8/  5㈯ 10：00～11：00 平和について考えよう（戦争と平和のお話と本の紹介・読み聞かせ）
⑥ 8/18㈮ 10：00～12：00 牛乳パックでミニ小物入れ、紙コップでけん玉を作ろう!
⑦ 8/23㈬ 10：00～11：30 たのしい実験と科学読物の紹介
⑧ 8/24㈭ 10：00～11：30 耳が聞こえないってどんなこと?（お話を聞こう!手話を覚えよう!）

問消費生活課
　☎366－7329

教室名 日時 講師 持ち物

① きれいな和紙でスタンド照
明作り　※親子で1個制作

7/25㈫
10:00～12:00

消費生活アドバイ
ザー・吉村和義氏 筆記用具、手拭

ふ

き

② 天然酵母でパン作り 7/26㈬
10:00～13:00

松戸市消費者の会
会員

筆記用具、エプロ
ン、三角巾、布巾2枚

③ 冷熱実験・－162℃の不思
議な世界を体験してみよう

7/28㈮
10:00～12:00 京葉ガス社員 筆記用具

④ 楽しい和菓子作り 7/31㈪
10:00～13:00

御
お

菓
か

子
し

司
どころ

　三
み つ

矢
や

・
鈴木豊氏

筆記用具、エプロ
ン、三角巾、布巾2枚

市民会館市民会館
プラネタリウム室プラネタリウム室

問青少年会館☎344－8556夏の青少年教室 要申込

NAOKO SPACE 
PLANETARIUM

教室名 日時 会場 対象 締切日

① 宇宙に向けてモデルロ
ケットを打ち上げよう!

7/25㈫
13:00～17:00 青少年会館他

小学1年～
中学生　
※小学3年生までは
保護者同伴

7/10㈪
② 竹紙作り体験と松戸文

化財めぐり
7/26㈬
9:00～16:00 市役所集合 小学3年～

中学生と保護者

③ 徳川アイスを作ろう! 7/28㈮・29㈯
9:45～12:15

戸定歴史館集
合

小学1年～
中学生と保護者

④ 沖縄三
さん

線
しん

を奏でよう☆
〔全5回〕

7/31㈪～8/4㈮ 
10:00～11:30
（8/1㈫は13:30
～15:00、8/4㈮は
13:00～15:00）

青少年会館 小学4年～
中学生

7/12㈬

⑤ 世界で1つしかない飛び
出すカードを作ろう

8/1㈫
14:00～16:00 青少年会館 小学1年～

中学生

⑥ キッズ・けん玉教室
〔全2回〕

8/2㈬・3㈭
10:00～11:30

青少年会館
樋野口分館

小学3年～
6年生

7/18㈫
⑦ セミの羽化を観察しよう
〔雨天の場合は8/5㈯〕

8/4㈮
18:30～20:00

新松戸市民
センター他 小学生と保護者

⑧
カヌーに乗って江戸川
探検
〔荒天の場合は8/6㈰〕

8/5㈯
9:30～14:40

江戸川・古ケ
崎浄化施設

小学3年～
中学生
※小学生は保護者の
送迎必要

　青少年会館&常盤平児童福祉館・野菊野こども館・
　根木内子ども館　コラボ企画

教室名 日時 会場 対象 締切日

⑨ ハーブの石
せっ

鹸
けん

づくり
教室

7/25㈫
13:30～15:30

野菊野
子ども館

小学1年～
3年生 7/10㈪

⑩
世界で1つしかない
飛び出すポップアッ
プカードを作ろう

7/27㈭
13:30～15:30

根木内
こども館

小学1年～
中学生 7/10㈪

⑪ つまみ細工でマグネッ
ト教室

8/3㈭
15:00～16:30

常盤平
児童福祉館

小学4年～
中学生 7/18㈫

⑫ ハーブの石
せっ

鹸
けん

づくり
教室

8/9㈬
15:00～16:30

常盤平
児童福祉館

小学1年～
3年生 7/20㈭

⑬ 音で遊ぼう ! 理科実
験☆

8/22㈫
13:30～15:30

野菊野
子ども館

小学3年～
中学生 8/  1㈫

⑭ ハーブの石
せっ

鹸
けん

づくり
教室

8/23㈬
13:30～15:30

根木内
こども館

小学1年～
中学生 8/  7㈪

問同館☎368－1237

トトイイベベンン 夏夏休み休み

企画展示

講座 7月1日㈯9時30分から電話で同センター☎331－0077へ

電子申請サービス

共 通  費用無料　  同センター☎331－0077

子ども読書推進センターからのお知らせ子ども読書推進センターからのお知らせ

2 臨時福祉給付金（経済対策分）の申請はお済みですか？

●広報まつど　2017年（平成 29年）7月1日



～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
7月は「社会を明るくする運動」強調月間

期間
限定
!

大津川から手賀沼までの水調べ・船上学習・生き物調査
7月22日㈯9時六実市民センター集合、17時解散　対象
小学生以上の子と保護者　定員先着20人　持ち物昼食・
水筒・敷き物・着替え等　 費用無料
電話またはFAXに「手賀沼水調べ参加希望」、住所・氏

名・年齢（学年）・電話番号を記入して、環境保全課☎366
－7337 366－1325へ
救命講習会①救命入門コース②普通救命講習会
①7月26日㈬9時30分～11時②8月2日㈬9時～12時
会場消防局5階講堂　内容心肺蘇生法、AED使用法（②は
異物除去法、止血法も）　対象市内在住・在学の①小学4
～6年生②中学生　定員各先着30人（保護者見学可） 　 
費用無料
7月3日㈪9時から電話で消防局救急課☎363－1145へ

中学生・高校生模擬裁判
7月27日㈭10時～16時　会場千葉地方裁判所松戸支部
定員先着20人　 費用無料
7月6日㈭9時から、電話で千葉県弁護士会松戸支部☎

366－1211へ
親子ごみツアー（施設見学）
8月①1日㈫②22日㈫各8時50分市役所地下玄関集合、12
時15分解散　コース資源リサイクルセンター、民間資源
化施設、日暮・和名ケ谷各クリーンセンター　対象市内
在住の小学3年生以上の子と保護者　定員各先着20人
※参加者が各10人未満の場合は中止。 費用無料
①7月13日㈭②8月3日㈭までに、電話で廃棄物対策課

☎704－2010へ

夏休み体験教室・講座 要申込

同ゲームホームページ

同協議会ホームページ

7月22日㈯13時～16時30分　会場市民会館　
講師聖徳大学児童学科教授・鈴木由美氏　定員1,200人
費用無料
問問同運動松戸地区推進委員会事務局（地域福祉課内）同運動松戸地区推進委員会事務局（地域福祉課内）
　☎366－3019　☎366－3019

平成29年度 介護保険料額決定通知書兼
特別徴収開始通知書を7月上旬に送付
対象65歳以上で介護保険料を①特別徴収（年金天引）
で納付の人②普通徴収（納付書または口座振替）で納付
し、8月または10月から特別徴収へ変更になる人
問介護保険課☎366－7370

      7月5日㈬
受験案内書配布期間8月10日㈭まで、市ホームページまたは幼児保育課・各支所・ハロー
ワーク松戸（土・日曜を除く）で配布　申込方法8月10日㈭〔消印有効〕までに、郵送で　
試験日8月27日㈰　試験会場市役所議会棟　受験資格昭和28年4月2日以降に生まれた人
（①②のみ、保育士登録を受けている人または平成30年3月31日までに登録を受ける見込み
の人）　採用期間平成30年4月1日～平成33年3月31日

申請受付国民年金課、各支所または松戸年金事務所　※本人・配偶者・世帯主の前年所得が
不明な場合は国民年金課で申請。 ※結果通知は日本年金機構から送付。 対象国民年金に加入
中の20歳以上60歳未満で、以下のいずれかに該当する人①前年所得が一定以下（下表）②失業
により保険料の納付が困難　免除対象期間7月～平成30年6月　※過去2年分の申請も可。
持ち物年金手帳・印鑑　※本人・配偶者・世帯主が平成28年1月1日以降に失業している場合
は、雇用保険受給資格者証等の退職の事実が分かる公的機関の書類を持参。

8月5日㈯10時30分～12時30分　会場市民会館　講師日本紙飛行機協会・荒木敏彦氏　対象
小学生の子と保護者　定員15組（抽選）　費用1人250円
7月10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・参加者全員の氏名・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　生涯学習推進課（☎367－7810）へ　
※定員に満たない場合は7月11日㈫から電話で受け付け。 
※申し込みフォームから申し込んだ人には、 mcsyogaigakusyu-kouza@city.
matsudo.chiba.jpから抽選結果の連絡をします。受信可能な設定してください。

パソコンでおばけを創ろう！CG教室
　専用ソフトによるCG体験教室　費用無料
「お化け探し謎解きゲーム」
　店内にいるお化けを探して、スタンプを集め
て謎解きをしよう！　費用無料

　このほか、VRおばけ屋敷～呪刻列車～やマジカルフォト体験、3Dスキャ
ナー体験、オートネイルサロン、キッズマジック教室などがあります。（一部
有料コンテンツあり）　※詳細は松戸コンテンツ事業者連絡協議会ホーム
ページをご覧ください。
問同協議会事務局 （文化観光国際課内） ☎366－7327

（任期付短時間勤務職員）を募集

生涯学習推進課が支援する市民自主企画講座 要申込

災害協力井戸災害協力井戸
登録のお願い登録のお願い

問国民年金課☎366－7352

問幼児保育課☎366－7351

試験区分 募集人数 1日の勤務時間 年収見込み
① 保育士 150人程度 6.25時間 277万円～

305万円②  20人程度 6.25時間（朝夕2回勤務）
③

保育従事職員
（資格不問） 120人程度

4時間（朝夕2回勤務） 139万円
④ 6時間（朝夕2回勤務） 208万円

⑤
3時間（朝夕のいずれか、
または1日2回）
※勤務シフトによる

104万円

　全国瞬時警報システム（J
ジェイ

-A
ア ラ ー ト

LERT）を通じて、全国
一斉に緊急地震速報の訓練放送が配信されます。訓練
放送が流れたら机の下等に避難し、頭を保護する等の
訓練等にご活用ください。
J-ALERTとは地震や津波、武力攻撃などの際に、国か
ら各自治体へ瞬時に緊急情報を伝達するシステムです。
※常盤平3丁目および栄町3丁目付近では、現在機器調
整中のため作動しない可能性があります。

　大規模地震により断水したとき、トイレや洗濯等に使用する「生活用水」の不足が予
想されます。そこで、市民や企業が所有する井戸を災害協力用に登録してもらい、災害
時に水道施設が復旧するまでの間、近所の人たちに開放していただき、生活用水を確保
しようとするものです。  ※登録要件・要領等は、危機管理課にお問い合わせください。

防災行政無線を使った
緊急地震速報の訓練放送

9時（事前の案内放送）
10時15分頃（本番放送）

※年収（賞与含む）見
込みは、給与改定等
により変動する可能
性があります。
※雇用保険・社会保
険・厚生年金の加入
については、受験案
内書をご覧ください。

全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
3人

（夫婦・子2人）
所得 162万円 230万円 282万円 335万円
収入 257万円 354万円 420万円 486万円

1人
（夫婦のみ）

所得 92万円 142万円 195万円 247万円
収入 157万円 229万円 304万円 376万円

扶養なし 所得 57万円 93万円 141万円 189万円
収入 122万円 158万円 227万円 296万円

免除対象となる所得（収入）の目安
※本人だけではなく、配偶者や
世帯主も各段階の免除基準に該
当していることが必要。
※3人・1人扶養は、夫か妻のど
ちらかに所得（収入）がある世帯
の場合。
※一部免除の所得額には、標準
的な社会保険料控除額を含む。

申し込み
フォーム

国民年金保険料免除申請を受け付けます平成
29年度分

in 伊勢丹松戸店

見てみよう！作ってみよう！楽しもう！
ミライ体験ワールド

7月26日㈬～30日㈰11時～17時

同 時 開 催 ！
今春リリース「ビットゲームメーカー」
を使ったゲーム制作の体験

市立保育所職員
問危機管理課☎366－7309

講演会 「子どもが変わる生活習慣づ
くり～やる気を育てるには～」と
和名ケ谷中学校吹奏楽部コンサート

211宙宙
そ ら

の会・夏休み親子教室の会・夏休み親子教室「夏休みの宿題にピッタリ!!マーカー「夏休みの宿題にピッタリ!!マーカー
を使って自分だけのスチレングライダー（紙飛行機）を作ろう」を使って自分だけのスチレングライダー（紙飛行機）を作ろう」

問危機管理課
　☎366－7309

ii 伊伊勢勢丹丹松松戸戸店店
こどもデジタルフェスタこどもデジタルフェスタ

CG教室

会場同店1階、 9階アートスポットまつど

ほか V おばけ

7月31日㈪〔消印有効〕までに申請がない場合は受給ができなくなりますのでお早めに！　問臨時福祉給付金コールセンター☎366－8192 3
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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。
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用（記載のないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先

掲 示 板
お知らせ

住宅用火災警報器（電池式）の取り付けを
支援（事前に機器を準備）
機器の取り付けが困難な65歳以上の世

帯 先着50世帯 平日9時～17時に直
接または郵送・FAXで所定の申込書（市
消防局ホームページまたは松戸市防火協
会・各支部で配布）を〒270－2241松戸
市松戸新田114の5　松戸市防火協会事
務局 363－1137（☎363－1114）へ
※同事業に便乗した悪質な訪問販売等に
ご注意ください

11/3㈷開催の青少年会館文化祭&青年
フェスティバル①企画実行委員②ダンス・
演劇・音楽などの発表出演団体（者）募集
市内在住・在学・在勤の小学生～おお

むね35歳までのグループ・個人 各①10
人②2団体（抽選） 電話またはEメール
に件名「文化祭」、本文に氏名・年齢・連絡
先を記入して、青少年会館☎344－8556、
mckozas@city.matsudo.chiba.jpへ

松戸市居宅移行支援員募集
勤務日 週5日、1日8時30分～17時勤務地
生活支援一課資格社会福祉士・普通運転
免許・PC操作可月給 19万円～23万円
履歴書・職務経歴書・資格証明書（写）
を〒260－0026千葉市中央区千葉港7の
1塚本千葉第5ビル3階　千葉県社会福祉
士会（☎043－238－2866）へ

スクールアシスタント（校務全般の補助）
登録者募集
勤務日月～金曜、1日5時間45分勤務地市
内小・中学校任用期間 9/1～H30/7/31
時給 880円選考方法欠員が生じた場合に、
登録者から書類選考・面接　※登録の有効
期限は提出日から1年 履歴書を直接また
は郵送で、〒271－8588松戸市教育委員
会　教育企画課（☎366－7455）へ

航空学生（①航空自衛隊②海上自衛隊）
③一般曹候補生④自衛官候補生募集
応募資格 高校卒業（見込み含む）または
高専3年次終了の18歳から①21歳未満
②23歳未満③④27歳未満の人受付期間
①～③9/8㈮まで④通年 自衛隊千葉地
方協力本部柏募集案内所☎04－7163－
6884

松戸都市計画道路事業3・4・23号五香松
飛台線他1線の事業説明会
7/8㈯18時から 常盤平市民センター
道路建設課☎366－7373

7/10㈪～19㈬は夏の交通安全運動期間
です～まだ行ける 渡れそうでも 待つゆ
とり～
市民安全課☎366－7341、松戸警察署☎
369－0110、松戸東警察署☎349－0110

松戸都市計画の変更案の概要縦覧およ
び公聴会
変更案の概要縦覧 7/14㈮～28㈮ 8時
30分～17時（平日のみ）縦覧場所 都
市計画課 都市計画道路3・3・7号（河
原塚～紙敷区間）の変更とそれに伴う用
途地域の変更公聴会 8/27㈰ 10時から
東部市民センター公述の申出方法 7/28

㈮〔消印有効〕までに、公述申出書を直
接または郵送で同課へ　※公述申出がな
い場合は中止 同課☎366－7372

文化ホール展示施設使用受け付け
7/12㈬10時30分から 同ホール 10
月～12月分 使用料・社会教育関係団体
登録証 生涯学習推進課☎367－7810

原爆被爆者に見舞金を支給
受付期限 7/20㈭まで 平成29年7月1日
現在松戸市に居住し、住民基本台帳に登
録されていて、被爆者健康手帳の交付を
受けている人金額 年8,000円 印鑑、被
爆者健康手帳、申請者名義の金融機関・
口座番号・預金種別等を確認できるもの
を持参して、直接地域福祉課（☎366－
3019）または各支所へ

市立病院附属看護専門学校のお知らせ
①オープンキャンパス 7/22㈯12時～
15時 同校 進路相談・看護体験・学校
案内等②学校見学会 8/23㈬9時～11
時、10/14㈯13時30分～15時30分 同
校 各先着60人 筆記用具・上履き・下
足用袋 電話で同校☎367－4444へ③
平成30年度看護学生（看護科3年課程）
募集受付期間 12/4㈪～22㈮8時30分～
17時（平日のみ）一次試験日 H30/1/13
㈯ 受験資格大学に入学する資格のある人
募集人数 40人　※入学案内（有料）販売
中 同校☎367－4444

松戸市子ども・子育て会議の市民委員募集
応募資格市内在住で以下の全てに該当す
る人●平成29年7月1日現在20歳以上●
子育て支援に理解と関心がある●平日夜間
（年数回）の会議に出席できる　※一時保
育あり募集人数3人程度報酬日額8,500
円 7/31㈪〔必着〕までに、市ホームペー
ジまたは子ども政策課で配布する申込書
とテーマ「子育てにやさしいまちづくりと
は」の論文（800字程度）を直接または
郵送・FAX・Eメールで、〒271－8588
松戸市役所　子ども政策課 365－1009、
mckodomossk@city .matsudo.

chiba.jp（☎704－4007）へ　※提出書類
返却不可

毒物劇物取扱者試験
8/10㈭ 敬愛大学稲毛キャンパス（千

葉市） 11,000円 千葉県健康福祉部
薬務課☎043－223－2618

明るい選挙啓発①ポスター②標語募集
募集規定①テーマ「明るい選挙の推進」、
四ツ切・八ツ切もしくはそれに準じる大き
さの画用紙を使用、描画材料自由、1人
1点まで②テーマ「きれいな選挙の推進、
棄権防止の呼びかけ」、1点20字以内、1
人2点まで 応募資格市内在住・在学の人
※応募作品返却不可。入選作品は啓発活
動に利用し、氏名・市町村名・学校名・
学年を公表 9/8㈮〔必着〕までに、市
内在学の小・中学生、高校生は各学校を
通じて提出（市外通学者は学校のある市
町村に申し込み）、その他の人は住所・氏
名（ふりがな）・年齢・電話番号を記入し
て、直接または郵送で〒271－8588松戸
市役所　選挙管理委員会事務局（☎366
－7386）へ

特別支援教育①補助教員②補助員③支
援員募集
勤務日週5日、1日6.5時間勤務地市内小・
中学校 特別な支援を必要とする児童・
生徒への生活・学習支援 資格 ①教員免
許時給 ①1,450円②③880円　※別途交
通費支給 教育研究所☎366－7461

白井聖地公園の芝生墓地15区画、普通
墓地20区画を再公募
申込資格以下の全てに該当する人①市内
に平成28年5月9日以前から継続して居住
②自宅・一時収蔵施設に遺骨がある　※改
葬は可、分骨は不可③申込者が申込遺骨
の配偶者、3親等以内の血族・姻族④申込
者が祭

さい

祀
し

の主宰者 9/29㈮〔消印有効〕

までに、健康推進課・市民課・各支所・行
政サービスセンター等で配布する申込用紙
を郵送で〒271－0072松戸市竹ケ花74の3
健康推進課管理班（☎366－7485）へ

松戸まつり「バザール」出店者募集
10/7㈯・8㈰各10時～17時 松戸中

央公園出品品目 市内商店等の目玉商品、
市民の趣味やアイデアから生まれた作品
ブース 2.5m×1.5m参加資格市内事業者・
市民・市内任意団体 4,000円 7/13
㈭・14㈮各13時～16時の間に、松戸商
工会議所（☎364－3111）へ

講座・講演・催し

介護支援ボランティア登録説明会
①7/10㈪②8/10㈭③9/1㈮各13時

30分～15時30分 ①五香市民センター
②明市民センター③東部スポーツパーク
市内在住の65歳以上の人〔介護保険

法の事業対象者と特定されている在宅の
人、要介護（要支援）認定を受けている
在宅の人を含む〕 介護保険被保険者
証、印鑑、筆記用具 ①7/5㈬②8/7㈪
③8/29㈫までに、電話で（社福）松戸市
社会福祉協議会☎362－5963へ

介護支援ボランティア合同面談会
7/6㈭13時～15時 市民会館 同ボ

ランティア受入機関と面談 市内在住の
65歳以上の人または同ボランティア登録
者　※同日14時30分から臨時同ボラン
ティア登録説明会開催 （社福）松戸市
社会福祉協議会☎362－5963

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
7/6㈭11時～11時30分 ふれあい

22演奏 日
ひ

向
が

野
の

のりえ氏（歌）、德川眞弓
氏（ピアノ） ふれあい22☎383－0022

①住宅リフォーム相談②市民講座
7/8㈯①10時～13時、14時～16時②

13時～14時 小金原市民センター 松
戸住宅リフォーム相談員協議会☎365－
5252

小金市民センター「おもちゃの病院」
　ドクターが壊れたおもちゃを治します
7/11㈫10時～12時30分 先着20人
電話で同センター☎343－8641へ

ふれあい教室「朗読をきくかい」（短編・
エッセー等）
7/12㈬10時～11時30分 ふれあい

22 障害者手帳を持つ人等 障害者福
祉センター☎383－7111

まつど市民活動サポートセンターの催し
①イベントの参加を呼びかけるチラシ作
りのポイント②松戸のホームレス事情と
わたしたちが支援するワケ
①7/13㈭18時 ～20時 ②7/23㈰14

時～16時 同センター ①ぱそこん
119・三嶋秀恒氏②NPOディープデモ
クラシー・センター副代表理事・加納基
成氏 各先着15人 電話またはEメー
ルで同センター☎365－5522、 hai_
saposen@matsudo-sc.comへ

ひったくり防止自転車かごカバーを配布
します
　カバーを取り付ける自転車でお越しくだ
さい（1人1個）。移動交番車で警察への
手続きや相談等もできます 7/14㈮10
時～10時30分〔雨天中止〕 小根本児
童公園（小根本94の2）、北丘第2公園（五
香7の52の1） 各先着100人 市民安
全課☎366－7285

（公社）松戸市シルバー人材センターの
臨時入会説明会
7/14㈮10時から 市民会館 市内在

住の60歳以上の人 同センター☎330－
5005

シティー・ミニコンサート～That'sエン
ターテイメント～
7/19㈬12時15分～12時45分（開場

11時30分） 市役所市議会議場曲目大
河ドラマ「真田丸」のテーマ（服部隆之） 
他演奏者小玉もな氏（ヴァイオリン）、德
川眞弓氏（ピアノ） 先着150人 当日会
場で 生涯学習推進課☎367－7810（演
目）、市議会事務局☎366－7381（会場）

花づくり講習会「宿根草の育て方と株分
け」
7/21㈮13時30分～15時30分 21

世紀の森と広場パークセンター 上
か ず さ

総
更
さらしな

級公園緑の相談員・白
しら

瀧
たき

嘉
よし

子
こ

氏 先着
40人 電話で（公財）松戸みどりと花の基
金☎710－2851へ

NPO・市民活動よろず相談室「経理事務
に活かせる!はじめての会計入門」
7/21㈮18時～20時 新松戸市民活

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

龍ケ崎撞
つ く

舞
ま い

ツアー参加者募集
7/23㈰16時10分JR佐貫駅集合、19

時30分現地解散 20人（抽選） 1,000
円（別途交通費） 7/12㈬〔必着〕ま
でに、往復はがきに住所・氏名・電話番
号を記入して、〒271－0091松戸市本
町7の3　（一社）松戸市観光協会「撞舞
ツアー」係（☎703－1100）へ

犬・猫ふれあい体験
7/29㈯、8/19㈯、12/2㈯各10時～12
時 動物愛護センター東葛飾支所（柏市）
小学生以下（保護者同伴） 各先着20

人 電話で同支所☎04－7191－0050へ

（公社）松戸市シルバー人材センター
シニアパソコン教室
　パソコン、タブレット、スマートフォン
等の入門・実用コースがあります 電
話で同センター☎330－5005へ

会 議

公民館運営審議会
7/10㈪18時から 京葉ガスF松戸ビ

ル5階会議室（傍聴は開会10分前まで受
け付け） 生涯学習推進課☎367－7810

松戸市地域ケア会議
7/11㈫9時30分～11時30分 市役

所新館7階大会議室傍聴定員 先着10人
（開会15分前から受け付け） 高齢者支
援課☎366－7343

教育委員会会議
7/13㈭10時から 京葉ガスF松戸ビ

ル5階会議室（傍聴は開会30分前から受
け付け） 教育企画課☎366－7455

松戸市高齢者保健福祉推進会議
7/19㈬13時30分～15時30分

中央保健福祉センター2階集団指導室
傍聴定員 先着10人（開会15分前から受
け付け） 高齢者支援課☎366－7346

4 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。
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松戸市観光協会観光案内所が7月1日㈯11時にオープンします。土・日曜、祝日（月曜定休）も開設。営業時間10時～18時　問同協会☎703－1100



タオル・筆記用具　費用無料
7月3日㈪9時から、電話で各保健福祉センターへ

がん患者・家族「緩和ケア教室」
7月25日㈫14時～15時　会場市立病院4号館地
下1階会議室　内容緩和ケアにおける食事と栄養
の工夫　定員先着15人　費用無料
同病院がん診療対策室☎363－2171（内線

1667）

健康塾「放射線検査は
怖くない～新しくなった
CT装置の紹介」要申込　
7月27日㈭14時30分～16時　会場東松戸病院2
階大会議室　定員先着60人　費用無料
電話またはFAXで同病院保健福祉医療室☎

391－5500、 391－0288へ

新松戸健康体操教室
〔全4回〕要申込
9月～12月の第2土曜10時～11時30分　会場新
松戸中央総合病院　講師理学療法士他　対象70
歳未満の全回参加できる人　定員20人（抽選）
7月31日㈪までに、電話で同病院☎345－

1111へ

認知症予防教室
〔全3回〕要申込
9月14日㈭・21日㈭・28日㈭各10時～12時　会
場古ケ崎市民センター　対象樋野口・古ケ崎・
栄町・栄町西在住の65歳以上で、受講後1年間
継続して自宅等で認知症予防活動を実践する意
思があり、全3回参加できる人　※簡単な事前課
題あり。 定員先着30人　費用無料
電話で明第2西高齢者いきいき安心センター☎

382－5707へ

市立病院①耳鼻いんこう科は7月18日㈫
に②小児脳神経外科外来は7月21日㈮に
休診します
同病院☎363－2171（内線①1134②2101）

無料の後期高齢者
健康診査 要申込
受診期限平成30年3月31日　内容身体計測、問
診、診察、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図
検査他　対象千葉県後期高齢者医療保険加入者　
持ち物千葉県後期高齢者医療被保険者証と受診券
（黄色）
市内委託医療機関（受診券に同封のお知らせを参
照）に直接電話で
国民健康保険課健診班☎366－1121

無料肝炎ウイルス検診
要申込
内容問診・血液検査（B型・C型肝炎ウイルス検査）
対象市内に住民票があり、40歳および41歳以上で
過去に肝炎ウィルス検診を未受診の人　持ち物①
受診券②本人確認ができるもの（保険証等）
市内委託医療機関（受診券に同封された一覧を参
照）に直接電話で
健康推進課☎366－7487

骨粗しょう症検診 要申込
①9月28日㈭、10月17日㈫
②10月2日㈪③10月13日㈮　会場①中央②常盤
平③小金各保健福祉センター　内容手指のX線検
査　対象市内在住の女性で、平成30年3月31日
時点で35・40・45・50・55・60・65・70歳の受診券

を持つ人（妊娠中または妊娠の可能性がある人、
骨粗しょう症治療中の人は受診できません）　費
用500円（千葉県後期高齢者医療被保険者証を持
つ人、生活保護世帯、市民税非課税世帯の人は無
料）
8月31日㈭〔消印有効〕までに、電話または

はがき（封書可）に住所・氏名・生年月日・電話
番号・希望会場（①中央②常盤平③小金）・登録
番号（受診券に記載の8桁の番号）を記入して、
〒271－0072松戸市竹ケ花74の3　健康推進課
健診班骨粗担当（☎366－7487）へ　※直接市役
所または各支所の市民健康相談室でも申し込みで
きます。

愛の献血
7月3日㈪10時～11時45分、
13時～16時　会場市役所　持ち物保険証・運転
免許証等本人確認ができる物　※松戸献血ルーム
Pure（☎703－1006）では随時受け付けています。
健康推進課☎366－7487

親子クッキング教室
「世界にひとつだけの『ありがとう!ラ
ンチ』をつくろう」要申込

時間10時～13時　内容食事の話とピザ作り　対
象小学3年～6年生の子と保護者　定員各先着10
組　持ち物エプロン・三角巾・布巾2枚・手拭

ふ

き

日時（いずれか1日） 会場 電話番号

7/25㈫・31㈪ 中央保健福祉
センター 366－7489

7/25㈫・28㈮ 小金保健福祉
センター 346－5601

7/26㈬・27㈭ 常盤平保健福祉
センター 384－1333

国民健康保険被保険者へのお知らせ
新しい国民健康保険被保険者証（黄色）を7月末までに簡易書留で送付します
　現在の国民健康保険被保険者証（桃色）の有効期限は7月31日㈪です。郵便局
の保管期限が切れてしまった場合は、支所または国民健康保険課で本人確認書類
を提示すると窓口で受け取りができる他、再郵送も可能ですので同課資格賦課班
（☎366－7353）にご連絡ください。
8月以降の限度額適用認定証が必要な人は再度申請してください
　現在の限度額適用認定証の有効期限は7月31日㈪です。
7月18日㈫以降に国民健康保険課給付窓口で　※事前に以下2点を確認してく

ださい●世帯主（社会保険等に加入している世帯主含む）と国保加入者全員分の
平成29年度（平成28年中）の所得申告が済んでいる●申請日に国民健康保険料に
未納がない。 詳細は同課給付班（☎366－7293）にお問い合わせください。

保険証が緑色になります
　現在の保険証（オレンジ色）の有効期限は7月31日㈪です。
保険料の算出方法

●限度額は57万円　●世帯の所得に応じ、均等割額が軽減され
る場合あり　●被保険者本人の所得に応じて、所得割が２割軽
減される場合あり★　●これまで会社の健康保険など（国保・
国保組合は対象外）の被扶養者だった人は、本人の所得に関係
なく均等割の７割が軽減され、所得割は0円★（★＝制度の変
更により平成29年度から軽減措置が段階的に廃止・縮小になり
ます）
保険料の納付方法
　特別徴収・普通徴収（納付書または口座振替）があります。
詳細は保険料の通知書をご覧ください。
世帯全員が住民税非課税の場合、医療機関窓口での自己負担限
度額が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交
付が受けられます
直接同課広域保険担当室または各支所へ

　矢切が舞台となった名作「野菊の墓」の朗読と、
松戸の食材を使った料理をお楽しみください。
日時7月17日㈷11時30分から　会場戸定が丘歴史
公園内松雲亭　朗読松戸探検隊ひみつ堂・石上瑠美
子氏　料理人天ぷら旬彩 天つね・常見謙治氏　定
員先着20人　費用2,500円
事前に松戸探検隊ひみつ堂（☎727－7825）で

チケット購入

収穫時期10月初旬予定　地区幸田（根本農園）、
旭町（高橋農園）  定員各先着50人（市内在住の人
優先）　※1人1区画（約15ｍ）のみ。　費用3,000円
7月14日㈮〔必着〕までに、はがきに地区名・住所・氏名（ふり
がな）・電話番号を記入して、〒271－8588松戸市役所　松戸市都
市農業振興協議会えだまめ係（農政課内☎366－7328）へ　※8月
上旬頃に案内書を送付します。

国民健康保険（国保）・後期高齢者医療保険（後期）のお知らせ国民健康保険（国保）・後期高齢者医療保険（後期）のお知らせ

文学と食で味わう松戸旅～第1回矢切編文学と食で味わう松戸旅～第1回矢切編 要申込 秋採りえだまめオーナー募集 要申込

8月診療分から70歳以上の高額療養費の自己負担限度額が
変わります

後期高齢者医療被保険者証（保険証）および
保険料の通知書を7月中旬に発送します問（国保について）国民健康保険課給付班☎366－7293

　 （後期について）同課広域保険担当室☎366－7342 問国民健康保険課広域保険担当室☎366－7342
　千葉県後期高齢者医療広域連合☎043－308－6768

区分 所得要件 

自己負担限度額＝全ての保険診療を合算
（ただし差額ベッド代、食事代、保険診療外は除く）
外来（個人単位） 入院+外来（世帯単位）

平成29年7月
診療分まで

平成29年8月
診療分から

平成29年7月
診療分まで

平成29年8月
診療分から

現役並み
所得者

課税所得
145万円以上 44,400円 57,600円 80,100円※1（44,400円※2）

一般 課税所得
145万円未満 12,000円

14,000円
※年間限度額
は144,000円

44,400円 57,600円
（44,400円※2）

※住民税非課税世帯は変更ありません。 
※1 総医療費が基準金額を超えた場合は超えた部分の1%を加算。 
※2 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がります。

保険料＝１人当たりの定額の保険料（均等割＝40,400円）
＋所得に応じた保険料〔所得割＝（総所得金額等－基礎控
除額33万円）×7.93%〕

アプリは無料でダウンロードできます。詳しくは市ホームページをご覧ください。 問広報広聴課（広報担当）☎366－7320 5
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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け付け、相談については
　広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）が窓口です。

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
市政・一般民事 平日 8:30 ～17:00★

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

※〔予約〕相談日の1カ
月前から（税務：前々
日17時まで　不動産・
登記：前日17時まで）
電話（☎366－1162）
※法律相談について
は、裁判中や調停中の
事件は相談できません

広報広聴課
広聴担当室

（一般民事相談専用）
☎366－7319
※一般民事相談は
金銭・身の上・相
続・離婚等家庭問
題の簡単な法的解
釈を要する相談

行政書士相談
事務局予約専用
☎316－1950（初見）
（平日9時～17時）

法律相談
（随時予約）

第1～4月・火・木
（第1月を除く） 13:00 ～17:00

第1月 9:00 ～12:00
交通事故相談 毎週月・火・木 9:00 ～17:00★

不動産相談（予約制） 毎週水 13:00 ～17:00
税務相談（予約制） 第2金 13:00 ～17:00
登記相談（予約制） 第3金 13:00 ～16:30

外国人
相談

英語・中国語 第1・3火 9:00 ～12:00タガログ語・スペイン語 第2・4火
行政相談  第2・4月 13:00 ～16:00

行政書士相談（予約制） 第1月 13:00 ～16:00

建築士相談 第2水（予約優先） 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水 10:00 ～16:00 住宅政策課
☎366－7366マンション管理相談 第1水（予約優先） 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   
（平日8:30～17:15）

第1木

10:00 ～15:00★

小金原市民センター
行政経営課
☎366－7311
法務局人権ダイヤル
☎0570－
003－110

第1金 新松戸市民センター
第1火 六実支所
第2金 ふれあい22
第4水 東部支所
第1・3金 行政経営課相談コーナー

家庭児童相談 平日 9:00 ～17:00 子ども家庭相談課☎366－3941
婦人相談 平日 9:00 ～17:00 子ども家庭相談課☎366－3955

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

子育て相談 平日 8:30 ～17:00

CMS子育て支援センター☎394－5590
チェリッシュ・サポート・システム

☎308－5880
子すずめ子育て支援センター

☎387－0124
あおば子育て支援センター☎387－5456

ドリーム子育て支援センター
☎070－3935－1230

はなみずき子育て支援センター
☎710－8070

グレース子育て支援センター
☎382－6182

消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119
消費生活相談 平日 8:30 ～16:00 消費生活センター☎365－6565

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ

福祉なんでも相談
電話相談専用ダイヤル
毎週水、第1金10:00
～15:00☎368－1333

毎週水、第1金

10:00 ～15:00

社会福祉協議会
（社福）松戸市
社会福祉協議会
☎368－0912

第1火 六実支所
第1木 小金原市民センター
第4金 市役所相談コーナー

障
が
い
者
相
談

基幹相談支援
センターCoCo

平日
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 9:00 ～17:00
   （予約優先）

ふれあい22（3階）
※訪問可

☎388－6222・6225
383－5552

障がい者虐待防止
障がい者差別相談センター 平日 8:30 ～19:00

基幹相談支援センターCoCo内
（総合福祉会館2階）

☎366－8376　 366－1138

高齢者・障がい者
成年後見制度相談

毎週火・金（祝日
の場合は前日）

9:00 ～17:00
   （要予約）

NPO成年後見センター
しぐなるあいず　☎702－7868

労働相談 毎週月・木
（第3木を除く） 17:00 ～20:00

勤労会館
（第3木曜日休館）

商工振興課
☎711－6377

経営相談（起業を含む）
（予約制） 平日 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
毎週火～土
（祝日休み・
予約制）

9:30 ～17:00 松戸商工会議所
別館

まつど地域若者サ
ポートステーション
☎703－8301

無料職業
紹介所

65歳以上
平日 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

生活困窮者相談 平日 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） 平日 8:30 ～17:00 教育研究所（予約専用）☎366－7600
青少年相談（電話）

平日
8:30 ～16:30 子どもわかもの課

☎363－7867（相談専用）青少年相談（来所予約制） 8:30 ～17:00
いじめ電話相談 平日 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2～4月・木  10:00 ～16:00
男女共同参画課（相談室直通）

☎363－0505
第1月・木  14:00 ～20:00

ゆうまつどこころの相談
（男性対象、電話のみ） 第1・3金 17:00 ～20:00

まつど女性就労・
両立支援相談

毎週火・木
（祝日を除く） 10:00 ～15:00 ゆうまつど（2階） 男女共同参画課

☎364－8778

◆キム・ヨンジャコンサート2017
7/9㈰①12:30②16:00　★
労音東葛センター☎365－

9960
◆松戸フラフェスティバル
7/17㈷13:30
松戸フラ協会・戸張☎363－

7078
◆社会を明るくする運動「講演
会とコンサート」
7/22㈯13:00
地域福祉課☎366－3019

◆アスカバレエクラス発表会
7/29㈯17:00
松戸芸術舞踊協会・中

ちゅうまん

馬☎
090－4704－8915

◆リトルピアニストコンサート
7/2㈰11:00
あんり先生ピアノ教室・水沼

☎727－0693
◆笹田ピアノ教室発表会
7/8㈯17:00
笹田☎364－1424

◆サークルP
ピ ア チ ェ ー レ

iacereコンサート
7/13㈭14:00
久保内☎388－9012

◆コンサートと医療・介護の講演
7/13㈭18:30
松戸クラシック音楽を楽しむ

会☎090－1805－2206
◆松戸童謡の会　童謡を歌う（月
例会）　★
7/19㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆松戸市俳句大会
7/20㈭12:30
良知☎090－9208－3159

◆L
ル ー チ ェ

uce音楽院　アンサンブルコ
ンサート
7/29㈯12:00
同院☎090－4828－9602

◆小谷久美子ピアノ音楽教室
2017発表会
7/30㈰14:00
小谷☎705－8112

◆県民芸術劇場公演「豊かな管
楽器の響き」
8/26㈯14:00　▲
会場大ホール　費用全席指定 
2,000円
◆来日55周年ベンチャーズジャ
パン・ツアー2017
9/2㈯16:00　▲
会場市民会館　費用全席指定
6,000円
◆柳家小三治独演会
9/9㈯13:30　▲
会場市民会館　費用全席指定 
3,900円
◆南こうせつコンサートツアー
2017～おもかげ色の空～
9/30㈯17:00　▲
会場大ホール　費用全席指定
6,500円
◆高嶋ちさ子12人のヴァイオリニ
スト「Best Classics Harmony」
10/9㈷14:00　▲
会場大ホール　費用全席指定
5,000円（当日券は5,500円） 
◆沢田研二50周年記念LIVE
2017～2018
11/3㈷16:00　▲

会場大ホール　費用全席指定
8,000円（7/15㈯発売）

◆①体幹美Body②フィットネス
フラ
①7/10㈪・31㈪各11:00～
12:00②7/11㈫・25㈫ 各11:00
～12:15　会場柿ノ木台公園体
育館　対象18歳以上の人　定員
各先着30人　費用1回500円　
同体育館☎331－1131

◆①骨盤ヨガ②コンディショニン
グエクササイズ
7月の①月曜（7/24を除く）9:30
～10:30②火曜13:30～14:30
会場常盤平体育館　対象18歳
以上の人　定員各先着30人　
費用1回500円　 同体育館☎
386－0111
◆①ヨガ②ビューティーピラティス
7月の木曜①13:00～13:50②
14:00～14:50　会場小金原体
育館　対象18歳以上の人　定員
各先着30人　費用1回500円　
同体育館☎341－2242

●グラウンド・ゴルフ大会
7/8㈯8:30～11:30　会場松ケ
丘小学校　 星☎369－2412
●ソフトバレーボール教室
7/9㈰9:00～11:00　会場常盤平
体育館　 浅野☎090－4012－
7686
●スポレク祭（グラウンドゴルフ
①大会②教室）
①7/9㈰ ②7/16㈰ 各9:00～
12:00（②は13:00まで）　会場
①松飛台第二②新松戸西各小学
校　費用①のみ100円　 ①明

みょう

道
どう

☎090－9835－1187② 矢
野☎090－3107－0348
●ファミリースポーツ教室
7/16㈰9:00～12:00　会場新松戸
西小学校　 宮崎☎346－4327

●軽スポーツ（カローリング他）、
グラウンド・ゴルフ教室
7/15㈯9:00～12:00　会場稔台
小学校　持ち物上履き　 髙橋
☎363－3064
●ヘルスバレーボール、ボッチャ
教室
7/15㈯19:00～21:00　会場東

部スポーツパーク体育館　 岩
下☎090－5531－8004
●グラウンド・ゴルフ教室
7/16㈰9:00～12:00　会 場 ①
東漸寺本堂裏広場②幸谷小学校
①堀☎344－1735②峯田☎

341－2978

市民劇場
☎368－0070   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。 

市民会館
☎368－1237   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。

森のホール21 チケットセンター
☎384－3331
▲は未就学児入場不可

受付時間…10:00～19:00
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※大・小ホールは森のホール21です。
※完売の場合あり。
※詳細はホームページで。
 http://www.morinohall21.com/

※申し込みは全て当日会場で。
●はスポーツ推進委員主催

森のホール21　今月の催し物　　 ☎384－5050

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌日休館）
※駐車場は大変混雑します。電車・バスをご利用ください。
※チケットは完売している場合があります。

日程 内容（★は有料、■は要申込） 開演
時間 問い合わせ先

大
ホ
ー
ル

1 土
“腹黒ふたりのトワイライト
ゾーン”松戸編 三遊亭円楽・林
家たい平withロケット団　★

16:00 夢空間☎03－5785－0380

2 日 松戸シニアアンサンブルアモーレ定期演奏会 13:30 若園☎342－6523

8 土

Japan Pop Culture Carnival 
D.C.19 in Matsudo
耳なし芳一　外伝～真夏の夜
の夢幻　★

17:00
サンライズプロモー
ション東京
☎0570－00－3337

9 日 DRUM TAO「舞響～Bukyo～踊る○
W A

太鼓2」　★ 17:00
森のホール21 チケット
センター
☎384－3331

15 土 キラキラ☆プリキュア　アラモード　ドリームステージ　★
11:00
14:00

プリキュアドリームス
テージ上演委員会
☎044－930－1551

17 祝 リンリーズ定期演奏会　★ 14:00 浅井☎090－1111－5825

23 日 松戸市民吹奏楽団定期演奏会 14:00 同団・円城寺☎090－9296－2047

29 土 w-inds. LIVE TOUR 2017★ 18:00
サンライズプロモー
ション東京
☎0570－00－3337

30 日 スワン容子バレエ教室　発表会　■ 17:00 同教室　☎090－5753－3230

小
ホ
ー
ル

9 日 講演会「メディアにむしばまれる子どもたち」　★ 9:45 子育ての杜
もり

☎386－0960

17 祝 小野田バレエアカデミー　サマーコンサート 16:30 同アカデミー☎340－2246

21 金 ちば音楽コンクール　第1次予選会 11:00 ㈱千葉日報社・岩地☎043－227－0055

23 日 森の音楽会　★ 14:00 同実行委員会・清水☎080－3019－5075

30 日 エイムバレエスタジオ発表会　■ 14:00 平田　☎03－3736－6738

6 臨時福祉給付金（経済対策分）の支給対象となる可能性がある人には申請書を送付していますのでご確認ください。

●広報まつど　2017年（平成 29年）7月1日



さわやか体操クラブ（ストレッチ体操、
リズムダンスなど）
㈮14時～15時30分 青少年会館 60
歳以上の女性 先着10人 月1,500円
1,500円 鈴木☎090－2259－9442

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 月1,500
円 1,000円 大口☎309－0882
松戸市早朝テニスクラブ
ほぼ毎日7時～9時 栗ケ沢公園庭

球場他 先着10人 年28,000円他
3,000円 西田☎090－1655－9750
松戸グリーンクラブ（ソフトテニス）
㈰㈷7時～9時 栗ケ沢公園庭球場
20歳以上の人 月1,250円 1,000
円 木村☎070－2150－9671
松戸健走会（ランニング、ウオーキング）
㈰㈷7時～10時 運動公園 18歳

以上の人 月500円 斉藤☎343－
3010（18時以降）
松戸一輪車クラブMIC
㈬㈮他19時～21時他 運動公園他
小学生 月2,000円 3,000円

同団体 mic-unicycle@grupo.ne.jp
KYB体操クラブ（ストレッチ体操）

㈭11時～12時30分 柿ノ木台公園
体育館 60歳以上の人 月1,000円
1,000円 伊藤☎366－1522

ハミングバード（インディアカ）
㈫㈮11時～13時 柿ノ木台公園体

育館他 20歳以上の人 月1,000円
神谷☎363－2500

JHD卓球クラブ
㈪㈬11時～13時 小金原体育館

50歳～70歳の人他 先着8人 月750
円 1,000円 田中☎343－8638
グループ「松戸フェルマータ」(大正琴)
㈭10時～12時 東部市民センター
月4,000円 1,000円 藤田☎

090－8107－6376(昼間のみ)
混声合唱団コール・アマフォーク
㈰10時～12時 ゆうまつど 月

4,000円 井出☎342－9410
若草会（社交ダンス）
㈮15時～17時 馬橋市民センター
初心者・初級者 月3,000円 天

あま

海
がい

☎080－5699－7918
東葛男声合唱団
月3回㈫18時45分～20時45分 馬

橋市民センター 月3,000円 木戸☎
080－1045－5467

◆パソコンの基本操作と暑中見舞い
8/31㈭までの希望日10時～12時、13

時～15時、15時～17時、18時～20時
NPO快適IT空間松戸教室（市民劇場向
かい） 各1人 2,000円 電話で同
NPO・石井☎703－7284へ
●金

き ん

勝
しょう

山
ざ ん

ハイキング（9km）
7/2㈰6時50分松戸駅東西連絡通路前

集合、15時東武線竹沢駅解散 弁当・飲
み物・ストック 400円 松戸歩こう会・
出
いず

原
はら

☎386－5611（昼間のみ）
●体操教室（ストレッチ等）
7月の㈫13時～15時 柿ノ木台公園体
育館 50歳以上 各先着7人 電話で活
き活き体操クラブ・関☎361－2637へ
●歌謡体操教室
7/4㈫・11㈫各14時～15時 新松戸

市民センター 60歳以上の女性 各先
着5人 1回500円 電話で歌謡体操・
小関☎080－5718－2973へ
●人に気持ちよく動いてもらう話し方を
学ぶセミナー〔全8回〕
7/4～9/5の㈫（7/18、8/15除く）各
18時45分～20時45分 市民劇場 筆
記用具 9,000円 HR松戸話し方研究
会・中島☎090－2147－7612
●健康体操教室（ストレッチ等）
7月の㈬9時20分～10時50分 小金

原体育館 50歳以上の女性 1回500円
電話で健康体操さざんか・谷

や

口
ぐち

☎344
－3370へ
●健康体操教室（ストレッチ等）
7月の㈬9時30分～11時 常盤平体育

館 60歳以上 1回500円 当日会場で
常盤平トキワクラブ・南沢☎385－

4001
●ギター入門体験（楽器あり）
7/5㈬・19㈬・26㈬①13時～15時②

16時～18時 ①馬橋市民センター②矢
切公民館 電話でウエーブ・吉田☎090
－4395－5664へ
●健康体操教室〔全4回〕
7月の㈬19時～20時30分 中部小学

校 60歳代の女性 先着20人 2,500
円 電話でサークルあすなろ・新

あら

山
やま

☎
090－7826－5494へ
◆健康麻雀体験会
①7/7㈮12時～16時、②7/7㈮③7/5

㈬・8㈯④7/4㈫・13㈭⑤7/10㈪各12
時～17時 ①③稔台②五香④馬橋⑤常
盤平各市民センター ①のみ初級者 1
日①1000円②～⑤800円 電話でNPO
健康麻雀クラブやまが・徳光☎090－
8583－1506へ
●太極拳・気功体験教室
7/8㈯10時～11時45分 新松戸市民

センター 先着10人 電話で新松戸気
功太極拳サークル・箕浦☎090－4362
－5848へ
●社交ダンス初心者講習〔全4回〕
7/8～29の㈯16時～18時 五香市民セ
ンター 電話で社交ダンスサークルこぶ
し会・綿貫☎387－6768（昼間のみ）へ
●レディース卓球大会（個人戦）
7/10㈪9時から 運動公園体育館

市内在住・在勤の女性 800円 電話で
松戸市レディース卓球連盟・塩山☎090
－6174－9049へ
●リズミックカンフー体験教室〔全3回〕
7/6～20の ㈭11時15分 ～12時15分
常盤平体育館 20歳以上 500円 電

話でリズミックカンフー常盤平クラブ・木
村☎090－4596－4665（17時以降）へ
●楽しくコミュニケーション講座〔全3回〕
7/13㈭・27㈭、8/10㈭各19時～20

時30分 市民会館 筆記用具 2,500
円 電話で実践話し方研究会・田中☎
090－4374－3931（昼間のみ）へ
●松戸まつり参加曲講習会
7/16㈰18時30分～20時30分 市民

会館 うちわ 馬橋芸能連合会・松澤☎
343－2123
●なつやすみの体験教室
①7/17㈷②③7/24㈪④7/25㈫①④

14時～16時②13時～13時40分③15時
～15時50分 ①市民会館②③常盤平市
民センター④市民交流会館 ①手しぼ
りオレンジゼリー②工作ショー③工作
教室④ドライアイスの不思議 ①父親
と小学生②3歳～小学生③4歳～小学生④
小学生 要問い合わせ NPO子どもっと
まつど☎344－2272（㈪㈬㈮10時～16
時のみ）
◆反核平和の火リレー（矢切駅～市役所
～南流山）
7/19㈬8時～12時 松戸地区実行委

員会☎365－0077
●時間のオーガナイズ
7/20㈭10時～11時30分 市民会館
筆記用具 500円 電話で心スッキリ

☆私にあったお片づけを見つける会・山
崎☎090－2545－4746（昼間のみ）へ
◆ともしび読書会
7/20㈭10時～12時 ゆうまつど

「還
かえ

れぬ家」佐
さ

伯
えき

一
かず

麦
み

著 200円 電話
で同会・山田☎385－0607へ
◆避難者交流会in流山（流山観光あり）
7/22㈯10時～14時 流山市中央公

民館 東日本大震災により東北3県から
避難している人 先着30人 1,000円
7/13㈭までに電話で東日本大震災復

興支援松戸・東北交流プロジェクト☎
710－5519（平日10時～16時）へ
●ケナフで紙すき・絵手紙教室
7/22㈯①10時30分～12時②13時～

14時30分 馬橋市民センター 100円
松戸ケナフの会・石川☎345－3140

（夜間のみ）
●夏快適リフレッシュ体操
①7/25㈫・26㈬・31㈪②8/22㈫・

28㈪・31㈭各9時～10時30分 ①運動
公園小体育室②新松戸市民センター
各先着50人 各1,500円 当日会場で
健康体操連盟指導者協議会・八木☎

348－5565
◆自動車を使った移動サービスボラン
ティア養成研修会〔全2回〕
7/29㈯・30㈰ 小金北市民センター
普通運転免許証を持つ人 15,000円
先着30人 7/21㈮までに電話で認定

NPOたすけあいの会ふれあいネットま
つど☎346－2052（平日9時～17時）へ
●まつど一輪車の集い（検定等）
7/29㈯9時30分～12時 運動公園体

育館 市内在住・在学 当日会場で 松
戸市一輪車協会 mua@rmail.plala.or.jp
●市民ハゼ釣り大会〔全2回〕
①7/29㈯13時30分 ～14時30分 ②

7/30日㈰9時～15時 市民劇場他 先
着20人 600円（小学生以下400円）
7/1㈯10時から電話で松戸釣りクラブ・
青山☎080－3388－4590へ
◆小金わかば苑納涼祭（模擬店他）
7/29㈯17時～20時 同苑・熊谷☎
330－5511
●松戸市パークゴルフ大会
7/30㈰8時～12時、午後フリー オ
スカー船橋パークゴルフ場 36ホールス
トロークプレー 市民・協会会員
1,700円他 電話で同協会・川田☎090
－2148－0017へ
●カヌーと流しソーメン
7/30㈰9時～13時 上葛飾橋下江戸

川河川敷 小学3年～中学生 先着40
人 1,000円 7/20㈭までに住所・氏
名・年齢を記入してFAXで松戸市カヌー
協会・岡村☎ 389－2217へ
●ミニバス・フリースロー大会
8/6㈰ 柿ノ木台公園体育館 小学4
年生まで 室内シューズ 当日12時まで

に会場で 松戸ベアーズ・山本☎361－
4110
●硬式テニス教室A初心者BジュニアC
ナイター

A8月～10月の①㈫9時～10時30
分、10時30分～12時②㈮14時～15時
30分、15時30分～17時B③8月～11月
の㈪㈮㈯17時～18時30分、8月～10月
の④㈬16時～17時30分⑤㈭16時～17
時30分C⑥8月～11月の㈪㈮㈰19時～
21時 ①②⑤栗ケ沢③⑥金ケ作④中央
各公園庭球場 市内①②⑥在住・在勤③
④⑤在住・在学の小学生（③㈯のみ中学
生可） ①②各30人③60人④⑤各40人
⑥90人 ①②③各10,000円④⑤7,500
円⑥14,000円 7/15㈯までに松戸市
テニス協会ホームページから 同協会
☎341－1133（㈫㈭㈯12時30分～16
時30分のみ）
●松戸市ソフトテニス連盟①夏季大会②
小学生大会
8/27㈰8時10分受け付け 栗ケ沢公

園庭球場 市内・在クラブ他 男女①
クラス別 年齢別（45歳未満・45歳・55歳・
65歳）、女子70歳以上、男子75歳以上

ミックス 45歳以上、45歳未満②ロー・ハ
イ 1チーム①3,000円（中学生2,000
円）②1,500円 7/26㈬までに所定の
振込用紙で 同連盟・藤井☎090－
4014－9753へ
③教室（中学生以上対象）
7月～11月の①㈫②㈭③㈮各10時～

12時、7月～平成30年3月の④㈫19時～
21時⑤㈬12時～14時⑥㈯10時～12時
①②栗ケ沢①④⑥金ケ作③⑤中央各

公園庭球場 各先着40人 1回500円
電話で同連盟・吉田☎090－4131－
8039へ
◆10/15㈰開催の松飛台まつり①フリー
マーケット②露店　各出店者募集
松飛台産業道路、松飛台工業団地 1

区画①3,000円②5,000円〔計50区画
（抽選）〕 7/21㈮までにFAXで同まつ
り実行委員会・伊藤 703－7366へ
●松戸市文化祭（古典舞踊公演）出演者
募集
10/22㈰11時30分～18時 森のホー
ル21 要問い合わせ 電話で松戸日本
古典舞踊連盟・小沼☎368－9583へ

※都合により会場は変更になる場合があります。  ※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。

　1867年、兄・徳川慶喜の命により13歳の徳川昭武はパリ万博へ派遣さ
れました。当時のパリは万博開催の熱気に沸き、世界各国から多くの人が
押し寄せ、当時普及し始めていた写真技術を
使ってさまざまな記録写真が撮影されました。

1867年パリ万博150周年記念展
第Ⅱ期「写真と万博」

　フランスに保存されていた写真の複写の
他、同館所蔵の徳川昭武一行の肖像写真など
も展示し、写真と万博との関係に迫ります。
会期7月15日㈯～9月24日㈰
問戸定歴史館☎362－2050

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

テレホン案内サービス☎366－0010
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〕

申請期限は7月31日㈪です。提出はお早めに！　問臨時福祉給付金コールセンター☎366－7320 7

●広報まつど　2017年（平成 29年）7月1日

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）  ※記載のないものは無料　 …申込方法、申込先　 …問い合わせ先



8 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。

畑婚! ～ 畑で愛と野菜を育む

　ついに開通することになった東京外かく
環状道路。そこでは奇妙な噂が流れていた。
“その道路にはナニかある…”噂好きの
あなたは確かめに行ったが… 

7月17日㈷ 9時～16時
会場建設中の東京外かく環状道路松戸区間
リアル謎解きゲーム
「奇妙な高速道路からの脱出」

定員先着3,000人
 当日入場口で
（公社）松戸青年会議所・平野

　☎090－6951－8781、 sec@matsudo-jc.com

　街を守る市消防団の各分団が、ポンプ車および小型ポンプの
迅速な操作技術を披露します。
日時7月15日㈯8時～12時35分　会場松戸市消防訓練センター

8月5日㈯17時～20時30分　会場松戸ビルヂング（松戸駅下車）　服装テーマ夏祭り　
※受け付け時に身分証明書等を確認します。 ※フォローアップ企画（「小江戸・川越」
バスツアー）もあり。 対象28歳～45歳の独身で、市内在住・在勤の人、または将来松
戸市に転入予定の人　定員男女各22人（抽選）　費用男性4,000円、女性3,000円

7月12日㈬〔必着〕までに、電子申請サービスまたはEメールで件名
「夢花火」、本文に住所・氏名（ふりがな）・性別・生年月日・年齢・昼間
連絡可能な電話番号を記入して青少年会館 mckozas@city.matsudo.
chiba.jp （☎344－8556）へ　※同アドレスからのEメールを受信でき
るように設定してください。

　野菜の種まき・収穫・バーベキューなどを通じてパートナーを探すことができます。
日程 Aグループ（20歳～45歳）＝ 9月3日㈰、11月12日㈰　 Bグループ（30歳～55歳）＝
9月24日㈰、11月26日㈰　※全体懇親会を12月中旬に開催予定。 対象独身で農業に
関心があるまたは従事している人　定員各グループ男女各20人（抽選）　※市内農業関
係者を優先。 費用各回男性2,500円、女性1,200円

8月18日㈮までに、FAXまたはEメールで件名「畑婚」、本文に住所・氏名・年齢（生
年月日）・電話番号・職業・希望グループ（複数申込可）・簡単なプロフィールを記入
して、NPOクリエイティブまつど工房 713－0530、 eno55@ebony.plala.or.jp

（☎090－8946－9554）へ

　地域の和でつくり上げてきた手づくりのおまつりです。新
松戸のキャラクター「ハッピー君」と「ラッキーちゃん」を
先頭に数多くのプログラムを用意しています。
会場けやき通り（交通規制あり）、新松戸中央公園、支所前
通り　内容鳴子おどり、花笠おどり、サンバパレード、助六
流太鼓、子どもみこし、フラメンコ、ジャズダンス他

自分たちの街は自分たちで守る～消防団員募集
災害から、自分たちの住む地域の安全・安心を守るため、消防団活動に参加してみませんか

外環Matsudo-Fes

消防団夏季特別訓練大会

〜まつりでつなごう新松戸

がここにある!
青年講座  縁結びサポート事業

2017 夢花火 de 出逢わ Night!
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松戸の魅力
発信ブースも

参加費
無料
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案内図

問消防局消防総務課☎363－1116

問同まつり実行委員会広報部☎348－1008新松戸まつり

要申込

告白タイムあり!

松戸につながれ!

電子申請サービス

7月15日㈯・16日㈰ 10時～20時

当日はフリー
ウォーキング
も行っていま
す。

　実際の高速道路
を歩いて謎を解き
明かす謎解きゲー
ムが今夏登場！あ
なたは全ての謎を
解き明かすことが
できるか!?

新婚カップル（2年以内）・赤ちゃん（応募時に満2歳未満）の写真募集中!
直接またはＥメールに写真データ、件名・住所・氏名(ふりがな)・名字掲載希望の有無・生年月・電話番号・

コメント(50字以内)・市ホームページ掲載希望の有無を記入して、〒271－8588松戸市役所　広報広聴課 
mckouhou@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

平成28年8月生
お兄ちゃんにたくさん可愛い
がられ、キャッキャッ声を上
げて笑い転げている日々です。
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野の
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つ

妃き
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平成29年2月生
ようやく4カ月になりました。
初めての予防注射、泣かずに
頑張ったよ！！

古ふ
る

屋や

春し
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ん

平ぺ
い

ち
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ん

平成28年10月生
笑顔が素敵。毎日保育園に
通っています。月齢は低い
けど大きな女の子です。

菅か
ん

家け

楓か
え
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　「まつど地域活躍塾」が開講しました。市では介護や防
災、子育てなど、さまざまな課題が山積していますがこれ
らの課題を担う、町会・自治会、民生委員、社会福祉協
議会、NPOなどの人材が不足しています。こういった地
域を担う人材の育成を目指して『地域活躍塾』を開講し
ました。今回の塾生は34名です。これからのまちづくり
には、市民一人一人の社会参加が欠かせません。塾生の
みなさんには卒業と同時に、地域で先頭に立って活躍して
いただけるものと期待しています。
　市ではスポーツ選手の活きた言葉や実技を通してス
ポーツがもたらす勇気や感動を子どもたちに伝える「夢の
教室」を実施しています。今年度は市立小学校全45校の
5年生125クラスで実施します。行政負担で実施するクラ
ス数としては全国最多です。7月10日㈪に相模台小学校で
行われる「夢の教室」では、日本サッカー協会最高顧問・
小倉純二氏、サッカー元日本代表・永島昭浩氏をお迎え
して実施します。
　国土交通省から自動車の「ご当地ナンバー」の募集に
ついての発表がありました。ご当地ナンバーの導入につ
いては、市民の皆さんからも数多くのご要望をいただい
ておりましたが、今までは『原則として複数の市町村』と
いう条件があり、実現しませんでした。今回の募集では
松戸市単独での申し込みが可能であり、市のPRにつなが
ることから「松戸ナンバー」などのご当地ナンバー実現に
向け、努力していきたいと思います。ご当地ナンバーが
松戸市で導入されれば、平成32年度中より発行される予
定です。
　今年3月末に閉場した「北部市場」の跡地利用について、
住友商事㈱は、物販・飲食・サービス業種のほかに、シ
ネマコンプレックスを核としたアミューズメント機能、地域
住民の健康維持促進のためのフィットネスやクリニックな
どを検討しているようです。平成30年度内の着工、３1年
度内の開業を予定しています。住友商事グループは『ショッ
ピングセンター大賞・金賞』を受賞したこともあり、どん
な商業施設になるのか今から楽しみですね。

「まつど」をより暮らしやすいまちに！

人口と世帯（平成29年6月1日現在） 〔　　〕内は前月比

※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 487,776 人 〔 267 〕 男 242,660 人〔 150〕
世帯 221,973 世帯 〔 243 〕 女 245,116 人〔 117〕

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。

パソコン・スマートフォン版 モバイル版

2017.7.1
（平成29年）

　市民の皆さんの声を直接お聞きするため、市長専用のFAX
（ 366－2301）および市ホームページに市長メール送信
窓口を設けています。市政に関する建設的なご意見をお寄せ
ください（住所・氏名等をご記載ください）。

松戸市長   本
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