
7月31日㈪は固定資産税（償却資産を含む）・都市計画税第2期の納期限です。 収納課☎366－7325

出演者

松本ひとり 松尾ケイリン ほか電撃ネットワークゴー☆ジャス

ステージイベント 17時30分～19時

～みんなであげる夢花火～

〔荒天の場合は8月6日㈰に順延〕
19時15分～20時20分
8月5日㈯日時

●当日はかなりの人出が予想されるため、けがや迷子にご注意ください
●ごみは会場内の所定の場所に分別して捨ててください
●公共交通機関をご利用ください
●小型無人飛行機（ドローン等）は、事故等のおそれがあるため、
　持ち込みや飛行はおやめください

問松戸花火大会実行委員会事務局
　（文化観光国際課内）☎366－7327　  
　  http://matsudo-hanabi.com/

江戸川河川敷（上葛飾橋から葛飾橋まで）会場
当日の開催案内 ☎0180－99－1480

ルールを守って楽しい花火!!
　花火で遊ぶときは、使用方法を守りけがや
火事に注意しましょう。
　消防局予防課☎363－1114

●花火に書かれた遊び方を必ず守る
●花火を人や家に向けない
●花火の筒先に顔や手を出したり、　
　のぞき込んだりしない

●手持ちの筒型花火は持つ位置に注意する
●正しい位置に点火する
●たくさんの花火を持って火をつけない
●燃えやすいものがある場所で遊ばない

●風の強いときは遊ばない
●水の入ったバケツを用意する
●大人と一緒に遊ぶ
●花火をほぐさない

松戸 イン2017花火大会
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観覧は葛飾橋方面が
比較的すいています
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花火
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立入禁止区域

車両進入禁止区域

17時～21時30分
（三郷市側18時～
20時45分）

車両進入禁止道路

有料席・協賛エリア

当日、会場付近は交通規制を行います

◎イス席S　1席5,000円
◎イス席A　1席4,500円

◎BOX席S　20,000円
◎BOX席A　18,000円
※BOX席はイス4脚＋テーブル1つ。

CNプレイガイド（☎ 0570－08－9999）、
コンビニ等にて購入できます。詳しくは松戸花火
大会公式ホームページをご覧ください。
販売期間 8月5日㈯19時まで

C
チ ェ ル シ ー
HERRSEE

チケット価格 
※すべてエリア指定の
自由席です。

特等席でゆったり観覧！
チケット好評販売中
※売り切れの際はご容赦ください。

松戸花火大会公式ホームページ

江戸川

無料観覧席
（前日の14時から場所取りできます）

有料観覧席（イス席・BOX席）は
当日16時30分から入場できます

ステージステージ

無料観覧席
（前日の14時から場所取りできます）

有料BOX席
有料BOX席

有料イス席 有料イス席

●「マイホーム借上げ制度」で持ち家を活用しませんか？ … 2
●夏休み自然発見！ドンちゃんグリちゃんの自然展 … 4
●市立博物館「発掘！発見！松戸の古墳時代」 …4
●夏休みは遊びの基地☆青少年会館へ …… 5
●坂川親水広場リニューアルイベント ……… 8
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6月は防災行政無線で3件の行方不明高齢者の探索を行い、全て発見されました。ご協力ありがとうございました。
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定員②のみ先着40人　費用各100円   
②のみ電話またはEメールで同大学知財戦略課☎365－1111（代表）、
 tancoc@seitoku.ac.jpへ 
子育て支援課☎366－7347

講座名 日時 会場 内容等

①
子育て広場
おやこで
“ゆるりん”

8/4㈮・7㈪・18㈮・21㈪・25㈮
各10:00～12:00
※8/18㈮は講座「いっしょにつ
くろう」を開催

同大学
10号館
3階

内容安心して過ごせる地
域の親子交流の場
対象2歳児までの子と親

②

子育て
サポーター
講座
要申込

8/4㈮　10:00～11:00
同大学
10号館
5階

内容子どものやる気を引
き出すには
講師同大学教員
対象祖父母を含む子育て
終了世代

聖徳大学・聖徳大学短期大学部

松戸子育てカレッジ 8月のスケジュール

　市・地域・大学が連携し、子育て中の親とその子どもを応援しま
す。大学教員や保育者を目指す学生と一緒に、子育ての楽しさを
体験しましょう。

①介護保険制度と認知症コース〔全4回〕

②身体介護コース〔全4回〕

会場聖徳大学（松戸駅下車）　講師同大学教員　対象各コース全日程参加できる
市内在住の人（両コース申し込み可）　定員各先着①30人②20人　費用無料
申電話で介護保険課☎366－7370へ

日時 内容
8/28 ㈪ 13:00 ～ 14:30 介護保険制度の理解と利用の仕方

14:45 ～ 16:15 認知症の理解と対応の仕方Ⅰ
8/29 ㈫ 13:00 ～ 14:30 認知症の理解と対応の仕方Ⅱ

14:45 ～ 16:15 介護者のメンタルヘルス（ストレスとその対処方法）

日時 内容
8/30 ㈬ 13:00 ～ 14:30 移動の介護

14:45 ～ 16:15 排せつの介護
8/31 ㈭ 13:00 ～ 14:30 食事の介護

14:45 ～ 16:15 住宅改修と福祉用具の利用方法

要申込介護講座はじめての

　小松菜などの野菜の種まきから収穫まで、農家の指導を受けながら農作
業が体験できます。
日程種まき9月16日㈯・17日㈰　間引き等（予定）10月21日㈯・22日㈰　
収穫（予定）11月4日㈯・5日㈰　時間午後の2時間程度　農園所在地紙敷（東
松戸駅下車）　費用1区画（1.5㎡）1,500円　募集区画20区画（申し込み多数
の場合は1人1区画で先着順）　※間引き等以降の日程は、作物の生育状況
により変更となる場合があります。
7月31日㈪〔消印有効〕までに、はがきに住所・氏名（ふりがな）・希望

区画数・希望種まき日・昼間連絡のとれる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（農政課内）「体験型オーナー
農園」係（☎366－7328）へ

要申込

　小学生以下の人は、タブレット端末（3台）が利用できます。オンライン百
科事典やインターネットを使って調べ学習をすることができます。
　夏休みに図書館に行って、タブレットを利用してみませんか。
利用可能時間9時30分～17時　休館日月曜（祝・休日の場合は開館し、翌日
休館）、館内整理日、年末年始　場所本館1階こどものとしょかん　対象小
学生以下で図書館利用カードを持っている人　利用制限1回30分以内（1人
につき1日2回まで）　注意事項●調べ学習での利用に限ります●掲示板、
SNS等への書き込みやゲーム等は利用できません

7月15日㈯7月15日㈯
からから

                   

持ち家を有効活用しませんか？持ち家を有効活用しませんか？

マイホーム借上げ制度の仕組み

移住・住みかえ
支援機構（JTI）

終身
借家契約

3年の定期
借家契約

賃貸物件を
借りたい人

マイホームを
貸したい人

国の基金
（高齢者住宅財団）

「マイホーム借上げ制度」「マイホーム借上げ制度」
住宅政策課空家活用推進室☎366－7366

　市は、（一社）移住・住みかえ支援機構（JTI）と連携し、空き家対策・住み
かえ支援事業「マイホーム借上げ制度」の普及に取り組んでいます。JTIが50
歳以上の人から持ち家を借り上げ、賃貸住宅として転貸することで安定した
賃料収入が得られます。自宅を売却することなく、住み替えや老後の資金と
して活用できます。

8月26日㈯13時30分から　会場
市民会館　講師JTI職員　定員先着
100人　費用無料
電話で同推進室☎366－7366へ

認可外保育所保育料の一部を助成します
要申込

対象
以下の条件を全て満たす人
●子が認可外保育施設指導監督基準を満たす認可外保育所に入所している
　（対象施設については、県ホームページをご覧ください）
●市内認可保育所に入所申し込みを行い、保留となっている
●松戸市に住民登録があり、本市の支給認定2号または3号を受けている
●家庭保育ができない理由（仕事や病気など）がある
●入所施設と月単位での利用契約を結んでいる（1日5時間以上、月16日以上）
●入所施設の基本保育料の滞納がない
●認可保育所よりも高い保育料を支払っている
助成額
　認可保育所に入所した場合の保育料と、認可外保育所に
支払った保育料との差額に2分の1を乗じた額（100円未満
切り捨て）
上限額
3歳未満月額21,800円　3歳以上月額12,000円
※平成29年4月1日時点での満年齢。
申請方法
以下の書類を直接利用施設へ提出
●松戸市認可外保育施設利用者助成金交付申請書●入所保留
通知書の写し●通園証明兼領収確認証明書●領収書の写し
※詳細は市ホームページをご覧ください。

に
満

松戸地域職業訓練センター講座のお知らせ

講座名 日時
①初めてのパソコン&インターネット講座（Windows） 8/1㈫ ～   4 ㈮ 13:30～ 16:30
②Wordを使った文書作成講座 8/1㈫ ～   4 ㈮   9:30～ 12:30
③学んで活

い
かそうWord講座 8/7㈪ ～10㈭　9:30～ 12:30

定員各先着10人　費用各12,000円（当会員事業所または団体会
員メンバーは③以外10,000円）

※その他 Excel、Access、PowerPoint講座もあります。 ※開催日の7日前に申し
込みが1人以下の場合は中止。　※受講費用の一部を助成する若年者職業訓練講座
助成金制度の詳細は、電話で商工振興課☎711－6377へ。
 受講料を添えて、直接同センター（小金原1の19の3、☎349－3200）へ

Windows7 使用

要申込

体験型オーナー農園で
野菜を育ててみませんか?

万が一の場合の
保証

時間未定　会場聖徳大学生涯学習センター（②のみ江戸川河川敷自由広場）
講師同大学准教授・神谷明宏氏　対象次のいずれかに該当する人Ⓐ12歳ま
での子がいる親Ⓑ子育て支援に関心がある市内在住・在勤の人　定員先着
30組　費用②のみ材料費実費
申7月21日㈮までに、FAXまたはEメールに住所・氏名・年齢・電話番号、Ⓐのみ
子どもの年齢を記入して、子育て支援課 365－1009、  mckosodateshien@
city.matsudo.chiba.jp（☎366－7347）へ

要申込

日程 内容
①   8/  6 ㈰ 非常時に役立つキャンプ道具とは（講義・演習）
②   8/26 ㈯・27㈰ バーベキューで学ぶキャンプ道具の活用法（演習）

※受講者のうち希望者はテント宿泊可
③   9/17 ㈰ 地域に響く親

おや
力
ぢから
（講演）

④ 10/22 ㈰ 仲間作りをどのように進めるか（講義）
⑤ H30/1/21 ㈰ ネットワーク作りの方法（講義・演習）

ࡄ ࡄ ⻠ ᐳ

～地域に響けおやじ力
りょく

～〔全5回〕

図書館本館こどものとしょかんで
タブレット端末が利用できます

図書館☎365－5115

幼児保育課入所入園担当室☎366－7351

市ホームページ

「マイホーム借上げ制度」
についての説明会を
開催します

百

で
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要申込



なお、情報提供は最寄りの交番または警察署へお願いします。　問高齢者支援課☎366－7346
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大規模小売店舗の変更届出の縦覧および
意見書の提出
縦覧・意見書提出期限 9/12㈫ 商工振興
課 対象店舗 オリンピック馬橋店 同課☎
711－6377

松戸まつり戦国絵巻甲
かっ

冑
ちゅう

行列参加者募集
10/7㈯ 8/27㈰の事前説明会に必ず

出席できる6歳以上の人 20人（抽選）
1,000円（小学生以下800円） 8/8㈫〔必
着〕までに、往復はがき（1枚2人まで）に
住所・氏名・年齢・電話番号を記入して、
〒271－0091松戸市本町7の3　（一社）
松戸市観光協会事務局「甲冑行列参加希
望」担当へ 松戸手作り甲冑愛好会事務
局・知

ち

久
く

☎080－5438－4039

福祉教育サポーター養成研修〔全2回〕
①8/7㈪10時～12時②8/8㈫10時～

15時 松戸市社会福祉協議会（上矢切）
①講演「共に生きる力」②福祉体験

①こころのバリアフリークリエーター・
加藤さくら氏 ①②両方参加できる福祉
教育に関心がある人 先着30人 8/4
㈮までに、電話で（社福）松戸市社会福
祉協議会地域福祉推進センター☎362－
5963へ

わが家の犬・猫写真コンクール作品募集
募集作品飼育している犬・猫の写真（L判）
3枚までと、適正な飼育に関するコメン
ト（400字以内） 県内在住の人 8/20
㈰〔消印有効〕までに、全ての応募作品の
裏面に住所・氏名・電話番号を記入して、
封書で〒260－0001千葉市中央区都町
463の3　（公財）千葉県動物保護管理協
会（☎043－214－7814）へ　※応募作品
返却不可

小・中学校派遣スタッフ募集
勤務日週5日以内、1日6.5時間勤務場所
市内小・中学校 少人数学習指導・英語学
習・児童生徒活動支援時給教員免許等資
格あり1,450円資格なし880円　※別途
交通費支給 教育研究所☎366－7461

家計相談支援員募集
勤務時間平日週4日、9時～17時 生活困
窮者に対する家計収支等の相談支援
ファイナンシャル・プランニング技能士、
消費生活専門相談員、社会福祉士、社会
保険労務士等の有資格者、またはこれら
と同等の能力あるいは実務経験がある人
募集人数 1人 時給 1,440円（別途交通費
支給） 7/31㈪〔必着〕までに、写真貼
付の履歴書を郵送で〒271－8588松戸
市役所生活支援一課生活困窮者担当（☎
366－7349）へ

市内小・中学校作品展受付業務スタッフ
募集①理科作品展②書初展③造形作品展

①9/14㈭～17㈰②H30/1/24㈬～
28㈰③H30/1/31㈬～2/4㈰各10時～
18時 文化ホール 展示会場の受付・案
内・監督等 市内在住の60歳未満の人
1人 時給880円 7/20㈭までに、電話で
指導課☎366－7458へ

「松戸モリヒロフェスタ」
松戸集まるしぇの出店者
募集
11/3㈷～5㈰〔荒天中

止〕 21世紀の森と広場
市内で営業する①キッチンカー②飲食

物③物販　※傷みやすい食材・食品を扱
う店舗は不可 同広場ホームページに
てご確認ください出店数約20店舗
7/31㈪までに、同広場ホームページから
同広場管理事務所☎345－8900

勤労会館・市民センター指定管理者募集
委託期間 H30/4/1～ H34/3/31募集要項
配布 7/25㈫まで、市ホームページで
市民自治課☎366－7318

中小企業退職金共済制度は、事業主が従
業員の退職金を計画的に準備できる国の
制度です（掛金の一部を国が助成）。
　市にも掛金の一部を助成する制度があ
ります （独）勤労者退職金共済機構中
小企業退職金共済事業本部☎03－6907
－1234、商工振興課☎711－6377

講座・講演・催し
和名ケ谷スポーツセンタープール教室
（アクアビクス）
7/15㈯・29㈯、8/12㈯・26㈯各19時

～19時50分 無料（入場料が必要） 同
センター☎391－5990

北千葉道路（市川市～白井市）オープン
ハウス
①7/21㈮②7/22㈯各10時～16時
①市役所1階連絡通路②東部市民センタ
ー 現在の検討状況をパネル展示 北千
葉道路広報ワーキンググループ（県道路計
画課内）☎043－223－3124

犯罪被害者支援員養成講座
①7/23㈰②7/30㈰③8/6㈰各10時～

16時 ①千葉市生涯学習センター（千葉
駅下車）②船橋市中央公民館（船橋駅下
車）③美浜文化ホール（JR検見川浜駅下
車） 各先着30人 電話またはFAX・E
メールに希望日・住所・氏名・電話番号を
記入して、（公社）千葉犯罪被害者支援セ
ンター☎043－225－5451、 043－
225－5453、  chibacvs@orion.ocn.
ne.jpへ 県くらし安全推進課☎043－
223－2333

お知らせ

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
福祉のしごと合同面接会
7/27㈭13時30分～16時 ハローワ

ーク松戸 介護職に関心がある人 同福
祉人材コーナー☎367－8609（内線42♯）

2017ビアガーデンin西口公園
7/29㈯・30㈰各16時～20時〔雨天中

止〕 松戸まちづくり会議・堀尾☎090
－6000－6653

映画「めぐみ－引き裂かれた家族の30
年」上映会
8/2㈬14時（13時開場） 市民会館

先着1,000人 行政経営課☎366－7311

労働関係法制度の改正点&活用法解説
セミナー
8/2㈬14時～16時30分 勤労会館

社会保険労務士・井口政幸氏 市内の企
業経営者、人事・労務担当者等 先着30
人 電話またはＥメールで商工振興課労
政担当☎711－6377、  mcsyoukou@
city.matsudo.chiba.jpへ

水道施設見学会～江戸川から蛇口まで～
8/4㈮9時JR新松戸駅改札前集合、16

時解散 市内在住の小学生と保護者
先着25人 昼食、水筒、上履き 7/21
㈮までに、電話で水道部総務課☎341－
0430へ

親子で戸定、徳川家のひみつを探れ !
8/5㈯9時30分～12時 戸定邸他

小学 3年～6年生の子と保護者 20組
（抽選） 小学生200円、大人500円
7/28㈮〔必着〕までに、往復はがきに参加
者氏名・学校名・学年・電話番号を記入し
て、〒271－0092松戸市松戸1874　松
戸探検隊ひみつ堂〔☎727－7825（月曜除
く10時～17時）〕へ

手賀沼をもっと知ろう「上富士川の水調
べ・手賀沼船上学習・せっけん工場見学」
8/10㈭8時50分市役所集合、17時解

散 小学生以上（小学生は保護者同伴）
先着20人 昼食、水筒、敷き物、着

替え等 電話またはFAXに「8月10日手
賀沼水調べ参加希望」・住所・参加者氏名・
年齢・学年・電話番号を記入して、環境保
全課☎366－7337、 366－1325へ

夏休み子どもボランティア体験教室
8/17㈭12時～15時30分 特別養護

老人ホーム「あすなろ」（金ケ作139の
10） ハンドマッサージ・ドッグセラピ
ーの手伝い 小学生～18歳の人 先着
10人 8/4㈮までに、電話で（社福）松戸
市社会福祉協議会地域福祉推進センター
☎362－5963へ

11/5㈰開催　馬橋地区ふれあい広場の
出展（店）者説明会
9/2㈯14時～15時30分 八ケ崎市民

センター 8/18㈮までに、電話または
FAXで馬橋地区社会福祉協議会☎ 346
－2758へ

会議
松戸市男女共同参画推進協議会
7/25㈫14時から ゆうまつど傍聴

定員 先着5人（開会30分前から受け付
け） 男女共同参画課☎364－8778

介護保険運営協議会
7/27㈭14時から 市役所議会棟3階

特別委員会室傍聴定員先着10人（開会15
分前から受け付け） 介護保険課☎366
－7370

教育委員会会議
7/27㈭14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

子ども・子育て会議
7/28㈮18時30分から 市役所新館7

階大会議室傍聴定員先着20人（開会10分
前まで受け付け） 子ども政策課☎704
－4007

松戸市病院事業経営計画推進懇話会
8/8㈫ 9時30分から 市立病院2号館

5階大会議室傍聴定員先着10人（開会10
分前から受け付け） 経営企画課☎363－
2206

国民健康保険運営協議会
8/8㈫13時30分から 中央保健福祉セ

ンター地下1階会議室傍聴定員先着5人
程度（開会30分前まで国民健康保険課で受
け付け） 同課企画調整班☎366－7307

公園は、毎日たくさんの人が利用するみんなの財産です。
ルールを守って譲り合って使い、安全で楽しい公園にしましょう。

※ひものついた服・かばん・水筒・ランドセルなど、遊具に引っ掛かる可能性があるものを身に着けたまま遊ぶのは大変危険です。
※公園内に異常を見つけたときは、同課までご連絡ください。

みんなの公園　みんなで気配りみんなの公園　みんなで気配り

　同給付金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。7月31日㈪〔消印有効〕まで
に申請がない場合は、受給できな
くなります。申請はお早めに!
臨時福祉給付金コールセンター

　☎366－8192

臨時福祉給付金
（経済対策分）の

申請はお済みですか?

7月31日㈪まで!

同広場ホーム
ページ

公園緑地課☎366－7380

しないでください！
●大声で騒ぐ●独占する●危険な遊び●ごみを捨てる
●猫やハトに餌を与える●ペットを放す・ふんを放置
する●打ち上げ花火●バーベキュー●ゴルフ●他の利
用者や近隣住民の迷惑になるようなボール遊びなど

守ってください！
滑り台●子どもから目を離さない
ブランコ●使用中に柵の中に入らない・子どもを入らせない
砂場●ガラスや金属の破片を持ち込まない●ペットを入れ
ない●危ないものは取り除く●遊び終わったら手を洗う

要申込

8月21日㈪10時～11時30分・22日
㈫9時30分～12時・23日㈬9時30
分～15時30分・24日㈭9時30分～
11時30分　会場野菊野こども園　
対象市内在住・在学の高校生　定員
若干名
 7月28日㈮までに、電話で同園☎
365－8385へ

保育士体験
サマースクール〔全4回]
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　巨大な墓が造られた古墳時代の松戸の様子に迫ります。市内の発掘調査に
よって明らかになった集落・古墳の姿や、実際に出土した土器・埴

は に

輪
わ

など見ど
ころが盛りだくさんです。

古墳学びプログラム
①古墳クイズ（こどもワークシート）
②古墳パズルにチャレンジ
③ぬりえ&しおりづくり
④古墳時代の衣装試着体験

展示解説会（ギャラリートーク）
7月23日㈰、8月6日㈰、9月2日㈯各14時30分から
（約30分）　集合場所同館企画展示室入り口（申込不要）

歴史を語る「ヤマタイ国時代の南関東
－古墳時代のはじまり頃の東西交流－」要申込
8月19日㈯13時～15時　会場同館講堂　講師日本考古学協会員・西川修一
氏　定員80人（抽選）

8月1日㈫〔必着〕までに、往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・電話番号
を記入して、〒270－2252松戸市千駄堀671　松戸市立博物館「8/19歴史を
語る」係へ

はにわの日プロジェクト「埴輪グッズをつくろう」
8月20日㈰13時30分から（約20分）　会場同館エントランス
※材料がなくなり次第終了。

学芸員講演会
「松戸の古墳をとらえなおす」
9月3日㈰13時～15時　会場同館講堂　定員先着80人
（申込不要）

夏休み自然発見！
No. タイトル 日時 定員（先着）
① 木と友達になろう ! 子供樹木博士～木の名前や

特ちょうを学び認定証がもらえます～★ 7/29 ㈯   9:30 ～ 11:30 25 人
② 夏の自然わくわく体験 7/30 ㈰ 13:00 ～ 15:00 なし
③ 夜のいきもの観察会（1回目）● 7/30 ㈰ 18:00 ～ 20:00 30 人
④ 水鉄砲を作ってあそぼう◆ 8/  3 ㈭ 13:30 ～、14:00 ～、

　　　　14:30 ～、15:00 ～ 各 10人
⑤ 夏のトンボ観察会● 8/  5 ㈯ 10:00 ～ 12:00 15 人
⑥ 夜のいきもの観察会（2回目）● 8/  6 ㈰ 18:00 ～ 20:00 30 人
⑦ 森のめぐみで工作 8/10 ㈭ 10:00 ～ 11:30 20 人
⑧ 草笛づくりと草笛コンサート 8/12 ㈯ 13:30 ～ 15:00 30 人
⑨ 夜の昆虫観察会★ 8/15 ㈫ 19:00 ～ 20:30 40 人
⑩ アイの葉でたたき染めをしよう 8/18 ㈮ 13:00 ～、14:00 ～、

　　　　15:00 ～ 各 12人
⑪ 夕暮れを五感で楽しむネイチャーゲーム★ 8/19 ㈯ 16:00 ～ 18:00 30 人
⑫ ひょうたんの和紙ばり 8/20 ㈰ 13:00 ～、14:30 ～ 各 20人

No. 講座名 日程 定員（先着）
⑬ カブトムシ・遊んで知ろう ! 7/29 ㈯ 10人
⑭ めざせ鳥博士 !観察会● 7/30 ㈰ 20人
⑮ 木に親しむクラフト 8/  5 ㈯ 20人
⑯ せみのぬけがら調査（1回目）★ 8/  6 ㈰ 10人
⑰ だんごむしの迷路づくり（1回目） 8/11 ㈷ 10人
⑱ くもの巣の標本づくり★ 8/12 ㈯ 20人
⑲ だんごむしの迷路づくり（2回目） 8/13 ㈰ 10人
⑳ 葉っぱのレプリカを作成しよう● 8/19 ㈯ 20人
㉑ せみのぬけがら調査（2回目）★ 8/20 ㈰ 10人

★：雨天中止　◆：荒天中止　●：雨天の場合、内容変更あり　

★：雨天中止　●：雨天の場合、
内容変更あり　
時間10時から、13時30分から
対象4歳～小学生
当日9時から会場で。⑰⑲は

直接または電話で同広場パーク
センター☎345－8900へ（7月
15日㈯は電話のみ）

7月28日㈮～8月20日㈰ 9時～16時　休館日月曜
会場21世紀の森と広場パークセンター　
　生き物や自然と触れ合える自然展も、今年で
5年目。この機会に公園の自然を満喫してくださ
い。たくさんの企画が皆さんを待っています。

21世紀の森と広場シンボル
キャラクター
ドンちゃん・グリちゃん

森のジオラマ公園の森とそこに暮らすいきものの様子を再現するよ。
公園をたんけんしよう園内のチェックポイントを回り、自然について考えて
みよう!
公園で見られる鳥たち公園で見られる鳥について紹介するよ。
セミのぬけがらセミのぬけがらを集めよう。どんな種類がいるのかな?
見てさわってかいでみよう植物や昆虫を顕微鏡や虫めがねで観察したり、
においや手ざわりを感じてみよう!
公園のいきものカブトムシやバッタ、カマキリ、ヤゴ
などの公園のいきものに会いに来てね。
ザリガニつりコーナーザリガニつりを体験しよう!

催し物 要申込

体験講座 要申込

展示

～見てふれて、まるごと楽しむ公園の自然～
21世紀の森と広場管理事務所☎345－8900

市立博物館館蔵資料展

小金市民センター 工作体験教室かわいい写真クラフト
　子どもの写真やお気に入りの写真を立体的に紙工作し、写真立てを作りま
しょう。
日時7月19日㈬13時15分～14時30分、8月2日㈬10時15分～11時30分　会
場同市民センター　講師NPO M

マ マ キ ャ ン

amaCan・東
し ょ う じ

海林智
ち

絵
え

氏　対象3歳以上の
子と親（成人のみも可）　定員各先着12組　持ち物工作に使用する写真（L判）・
のり　費用各700円

電話で同市民センター☎343－8641へ

7月27日㈭16時30分（16時開場）　会場市役所
議会棟議場　定員先着120人
当日会場で
政策推進課東京オリンピック・パラリンピッ

　ク推進担当室☎366－7072

要申込

古ケ崎市民センター　三世代参加型夏休み特別企画

爆笑！夏休みお笑いライブ&マジックショー
8月20日㈰14時～15時30分　会場同市民センター　出
演三志郎&YOKO、チェリー吉武、みつまJAPAN、
冷蔵庫マン、原田17才　定員120人（抽選①ホームペー
ジは90人②往復はがきは30人）　費用無料

①7月15日㈯9時から24日㈪10時までに、北部地区
市民センターホームページ http://matsudo-shimin-
center.org/ へ（1回の応募で5人まで）②7月24日㈪〔必着〕までに、往復はがき
に参加者全員（5人まで）の住所・氏名・年齢・電話番号・返信用宛先を記入して、
〒271－0064松戸市上本郷894の4北松戸マンション201　
㈱東京ドームファシリティーズ松戸事業所「お笑いライブ」係へ
※ホームページと往復はがきでの重複応募は無効です。

北部地区市民センター指定管理者・㈱東京ドームファシリ
　ティーズ☎713－4760、市民自治課☎366－7318

要申込

栗山古墳群で
出土した埴輪

富山遺跡で
出土した土器

7月15日㈯～
9月10日㈰

時間9時30分～17時（入館は16時30分まで）
休館日月曜（7月17日㈷は開館し翌日休館）
観覧料無料

同センター
ホームページ

博物館☎384－8181

対象①小学生のみ（親子可）②⑤⑫どなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）③⑥⑨⑪どな
たでも（小学生以下は保護者同伴）④小学生のみ（小学3年生以下は保護者同伴）⑦⑧⑩小学
生のみ　費用⑦200円⑩150円⑪300円（小学生以上）
②⑫は当日会場で。その他は、直接または電話で同広場パークセンター☎345－8900へ（7

月15日㈯は電話のみ）

東松戸ゆいの花公園のイベント
マグノリア・コンサート
7月23日㈰14時（13時30分
開場）　会場同公園マグノリ
アハウス　定員先着70人（申
込不要）　費用無料
公園緑地課☎366－7380

講座 要申込
①夏に飾りたい涼しげなリーフアレンジメント
7月30日㈰14時～15時30分　講師（一社）Nフラワーデザインインターナ
ショナルインストラクター・野

の

村
む ら

季
き

世
よ

子
こ

氏　定員先着12人　費用2,000円

②夏休み企画 お子様向けフラワー講座 シンデレラのドレス
8月3日㈭10時30分～12時　講師フラワーアレンジメント
教室m

マ ハ ロ

ahalo主宰・比
ひ

嘉
が

恵
めぐみ

氏　定員先着12人　費用1,500円　
※13時30分～15時にも開催する場合あり。
共通会場同公園マグノリアハウス
電話で同公園管理センター☎384－4187へ

小
お
高
たか
根
ね
ふみ氏（ヴァイオリン） 兼

かん
田
だ
絵
え
美
み
氏（ピアノ）

♪ ♫

♬

♬
♪

アイシャ・シエド氏アジア初ツアー
ドミニカ共和国・松戸市ホストタウン交流 
アイシャ・シエド バイオリンコンサート
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電子申請サービス

各講座の締め切り日〔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、教室名・住所・氏名（ふりがな）・性別・学校名・学年・電
話番号・返信用宛名を記入して、〒270－0035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。

の青少年教室
問青少年会館☎344－8556夏 要申込

要申込

夏休みを利用して定期予防接種を受けましょう
●麻しん・風しん混合（MR）第2期予防接種
対象平成23年4月2日～平成24年4月1日生まれの人
※接種期間は平成30年3月31日まで。
●ジフテリア・破傷風混合（DT）第2期予防接種
対象小学6年生～13歳未満
転入・紛失等で予診票がない人　
　直接、健康推進課予防衛生班（中央保健福祉センター、即日発行）・各支所の市民
健康相談室（後日郵送）またははがきに希望する予防接種名・郵便番号・住所・氏名（保
護者・子ども）・子どもの生年月日（学年）・電話番号を記入して、〒271－0072松戸市
竹ケ花74の3中央保健福祉センター内　健康推進課予防衛生班（☎366－7484）へ

第95回がん患者・家族「集いの場」　要申込
7月27日㈭13時30分～15時30分　会場市立病院2号館5階大会議室　内容フ
リートーキング　定員先着15人　費用無料　※がんの相談も受け付けています。

電話またはFAXで同病院がん診療対策室☎363－2171（内線1667）、
363－1489へ

夏休み親子くすり教室～くすりの正しい使い方～ 要申込
7月29日㈯、8月5日㈯・6日㈰各13時～14時30分　会場衛生会館　対象市
内在学の小学4年～6年生と保護者（大人1人に子ども2人まで）　定員各先着
20組　費用無料
7月21日㈮までに、FAXに参加者全員の氏名（ふりがな）・性別・学校名・

学年・連絡先・参加希望日を記入して、松戸市薬剤師会事務局 360－3614
（☎360－3600）へ
健康教室（メタボ教室）　要申込
8月①2日㈬②9日㈬各14時～15時（13時45分開場）　会場市立病院4号館地
下1階会議室　内容①お薬の疑問にお答えします②楽に続けて脱メタボ　講
師同病院①薬剤師②保健師　対象肥満や血糖値・血圧・脂質が高めの人、
その家族や関心のある人　定員各先着20人　費用無料
電話で同病院健康管理室栄養担当☎363－2171（内線1008）へ

ずっとお元気体操　夏の特別講座
8月①3日㈭②17日㈭各10時～11時30分　会場①五香②松飛台各市民セン
ター　内容リハビリの先生とラジオ体操　対象65歳以上の人　持ち物タオ
ル、飲み物　費用無料
当日会場で
五香松飛台高齢者いきいき安心センター☎385－3957

対象市内在住・在学の高校生以
下（未就学児は保護者同伴）　定
員各先着50人　費用無料
 当日会場で

日時 会場 内容
7/27㈭ 14:00～ 15:30 青少年会館　 白雪姫（83分）　
7/28㈮ 14:00～ 15:30 青少年会館樋野口分館 ふしぎの国のアリス（75分）
8/22㈫ 14:00～ 15:30 青少年会館 ピーターパン（77分）

夏休み子ども映画上映会
青少年会館☎344－8556

なつやすみアートひろば
～夏休み、今年も何かおもしろいこと起こりそう! ～

8月20日㈰
午前の部10時30分～11時30分、発表会11時45分～12時15分
午後の部13時45分～14時45分、発表会15時～15時30分
会場矢切公民館・まつど市民活動サポートセンター　対象小学生
費用500円（別途材料費がかかる講座あり）　※付き添いの保護
者と子どものための体験ブースや遊びのスペースもあります。

7月22日㈯10時から、ホームページの申し込みフォームで
NPO子どもっとまつど☎344－2272（月・水・金曜10時～16時、7月

　17日㈷除く）
タイトル 講師 定員（先着） 材料費

チョークアートを体験しよう ! チョークアートアーティスト・
玉井知子氏 25人 300円

君も今日からダンサーだ ! ダンサー・宮
みや
内
うち

大
ゆたか

氏 25人 なし
「かわいいあおむし」を作って
劇遊びをしよう ! 聖徳大学准教授・掃

はき
守
もり
純一郎氏 20人 400円

パステルアートを体験しよう ! 臨床美術士・村井眞理氏 20人 300円
自由に楽しく書道しよう !! 書道家・細川建

けん
翠
すい
氏 20人 300円

作って遊ぼう !
とびっきりおもちゃを作ろう !

おもちゃコンサルタント・
荒牧光子氏 20人 200円

パントマイムを体験しよう ! パントマイム一
いっ
糸
し
堂
どう
・高橋素子氏 15人 なし

申し込みフォーム

松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談
相談名（原則予約制） 日時 予約・問い合わせ

不妊相談 電話（予約不要） 8/  8 ㈫   9:00 ～ 11:30

☎361－2138
来所 8/  8 ㈫ 13:30 ～ 15:00

思春期相談 8/29 ㈫ 13:30 ～ 15:30
精神保健福祉相談 8/  3 ㈭・21㈪各 14:00 ～16:00
酒害相談 8/17 ㈭ 14:00 ～ 16:30

エイズ検査
即日検査 8/  1 ㈫・15㈫各 13:30 ～14:00

☎361－2139夜間検査 8/15 ㈫ 17:30 ～ 18:30
※検査は匿名、無料
※梅毒、クラミジア、B型・C型肝炎の検査も可

DV相談 電話（予約不要） ㈪～㈮ 9:00～17:00 ☎361－6651来所 原則㈮ 9:00～17:00
障がい者
差別相談

電話（予約不要） ㈪㈫㈭㈮9:00～ 17:00 ☎361－2346
367－7554来所

教室名 日時 会場 講師 対象 定員（抽選） 費用 締め切り日
電子工作にチャレンジ～音と光が楽し
めるオルゴールこまを作ろう～ 8/  8㈫　9:30～13:00 青少年会館 松戸ボランティアの会会長・

吉田徳三氏
小学3年～
中学生 20人 1,000円

7/20㈭初めての囲碁～めざせ未来の囲碁名人
～〔全2回〕 8/  8㈫・ 9㈬ 　14:00～16:00 勤労会館 囲碁愛好会イゴット 小学3年～

中学生 18人 500円

音で遊ぼう !  理科実験　 8/  9㈬ 10:00～11:30 青少年会館 生涯学習推進課・社会教育指
導員

小学3年～
6年生 20人 無料

挑戦 !スポーツチャンバラ〔全4回〕 8/17㈭～20㈰各10:00～11:30 常盤平体育
館

全日本スポーツチャンバラ協
会・酒井実氏 小・中学生 30人 無料

8/  1㈫
腹話術に挑戦してみよう〔全2回〕 8/21㈪・22㈫各10:00～ 11:30 青少年会館 松戸腹話術研究会代表・木嶋

美津枝氏
小学3年～
中学生 20人 無料

初心者ダーツ教室 8/24㈭　午前10:30～12:00、午後13:30～
15:00　※午前・午後は同じ内容 青少年会館（公社）日本ダーツ協会 小・中学生 各 20人 無料

8/  7㈪楽しい電気工作教室「精神統一棒－集中
力を高めよう－」

8/24㈭　午前10:00～12:00、午後13:00～
15:00　※午前・午後は同じ内容 文化ホール リサイクル電気工作クラブ 小学3年～

4年生 各 15人 500円
楽しい電気工作教室「楽しい集音器－
虫・鳥の鳴き声を聞こう－」

8/25㈮　午前10:00～ 12:00、午後13:00～
15:00　※午前・午後は同じ内容 文化ホール リサイクル電気工作クラブ 小学5年～

6年生 各 15人 500円

キッズ☆ヒップホップダンス〔全10回〕 9/1～ 11/3の金曜 18:15～19:15
※ 11/3㈷発表会 青少年会館 O

ワ ン
ne p

プ レ イ
lay.  k

コ ー ス ケ
o-ske 小・中学生 30人 無料 8/15㈫

　森と水辺のある公園で虫を見つけて調べてみよう。
日時8月1日㈫9時～11時30分　会場根木内歴史公
園入り口集合　持ち物長靴などの丈夫な靴・帽子・
タオル・飲み物　費用無料
当日会場で
根っ子の会・三嶋☎080－2331－4228

虫ハカセに
なろう

協働

夏休みは遊びの基地☆青少年会館へ!

会場同館体育室・ロビー　対象小・中学生〔④は小学生（親子可）〕　定員各
先着10人～20人（④は先着20人）　費用無料（④は1人500円）　※教室で
はありません。プログラム開催時間内出入り自由で、講師と一緒に遊べます。

④のみEメールまたは電話でNPO子どもっとまつど  npo-mkg@cd.
wakwak.com、☎344－2272（月・水・金曜10時～16時、7月17日㈷除く）へ

No. 日時 内容
① 7/21㈮ 15:00～17:00 体操 &ダンス
② 7/26㈬A15:00～17:00B17:15～18:00 AバドミントンB空手
③ 7/28㈮ 13:00～15:00 バドミントン
④ 7/30㈰ 10:00～13:00 段ボールオーブンでピザを作ろう 要申込
⑤ 8/  2㈬ 15:00～17:00 昆虫に詳しくなろう
⑥ 8/  4㈮ 15:00～17:00 折り紙
⑦ 8/  7㈪ 15:00～17:00 ミニサッカー
⑧ 8/  9㈬ 14:00～17:00 紙トンボ&エコトイづくり
⑨ 8/11㈷ 14:00～17:00 科学実験
⑩ 8/15㈫・19㈯・31㈭ 14:00～ 17:00 みんなで遊ぼう
⑪ 8/17㈭ 14:00～17:00 点字入りマイ名刺を作ろう
⑫ 8/22㈫・29㈫ 13:00～15:00 卓球
⑬ 8/24㈭ 14:00～17:00 ミニサッカー・折り紙
⑭ 8/26㈯ 14:00～17:00 紙芝居

青少年会館☎344－8556

要申込



21世紀の森と広場内
博物館
〒270－2252 松戸市千駄堀671
☎384－8181

博物館と戸定歴史館は、市内在住の身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人
とその介護の人、市内在住の70歳以上の人は観覧料無料です。また、小・中学生も観覧料無料です。

開館時間…9:30～17:00（入館は16:
30まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開
館し、翌日休館）、年末年始
常設展観覧料…一般300円、高校・大
学生150円（20人以上団体料金あり）
※障がい者専用以外の駐車場はあり
ません。21世紀の森と広場の有料駐
車場をご利用ください。
◆館蔵資料展「発掘！発見！
松戸の古墳時代」
7/15㈯～9/10㈰9:30～17:00
会場企画展示室　観覧料無料
※詳細は4面参照
◆こども体験教室
①「親も楽しむ 土

ど

鈴
れい

づくり」
7/29 ㈯ 10:00 ～11:00、13:30
～14:30
②「親も楽しむ 勾

まが

玉
たま

づくり」
8/5㈯ 10:00～11:00、13:30～
14:30
③「親も楽しむ からくりおも
ちゃ〈初級編〉パタパタをつく
ろう」
8/20 ㈰ 10:00～ 12:00、13:30
～15:30
④「親も楽しむ からくりおも
ちゃ〈応用編〉からくり屏

びょう

風
ぶ

を
つくろう」
8/27㈰ 10:00 ～ 12:00、13:30
～15:30
会場実習室　対象①②小学生③
④小学3年～6年生　※保護者
同伴可。材料は①②児童１人に
つき１個③④児童・保護者各1
人につき1個　定員各回抽選で
①②15組③④10組　費用①
200円②無料③④250円
①7/21㈮②7/25㈫③8/8

㈫④8/15㈫〔必着〕までに、往
復はがき（1組1枚）に住所・参
加する児童と保護者の氏名（ふ
りがな）・学年・電話番号・希望
時間を記入して、 ①「土鈴」
②「勾玉」③「パタパタ」④「か
らくり屏風」各係へ
◆「縄文土器に挑戦 b

バ イ

y 
d
ド ロ ー イ ン グ

rawing」作品展

パークセンター
☎345－ 8900

21世紀の森と広場

講座は全て申込制。電話でパークセン
ターへ（9:00～17:00）

①中学生の部 8/2㈬～20㈰
②高校生の部 8/23㈬～9/10
㈰各9:30～17:00
会場企画展示室入り口ロビー　
観覧料無料
◆学芸員講演会②「富士山へ
の信仰－松戸の富士講から－」
7/23㈰ 13:00～15:00
会場講堂　定員先着80人（申
込不要）　費用無料
◆博物館館内公開②「博物館
の裏方、お見せします」
8/6 ㈰ 10:00～ 11:00
定員15人（抽選）　費用無料
7/27㈭〔必着〕までに、往復

はがき(1枚につき3人まで)に、
住所・参加者全員の氏名(ふりが
な)・電話番号を記入して、「8/6
館内公開」係へ
◆博物館を描こう②
8/26 ㈯ 13:30～16:30
会場実習室　対象小学4年～6
年生　定員12人(抽選 ) 　持ち
物筆記用具、水彩絵の具セット
費用無料
8/11㈷〔必着〕までに、往復

はがき (１人１枚)に住所・氏名
(ふりがな)・学年・電話番号を
記入して、｢博物館を描こう②｣
係へ
◆古文書を読む（近世中級編
Ⅰ）〔全５回〕
9/9㈯・23㈷、10/7㈯・21㈯、
11/4㈯ 各10:00～12:00
会場実習室　講師駒澤大学非常
勤講師・鈴木雅晴氏　対象経験
者　定員30人(抽選)　費用無料  
8/17㈭〔必着〕までに、往復

はがき (１人１枚 )に、住所・氏
名 (ふりがな )・電話番号を記入
して、「古文書を読む (中級編Ⅰ)」
係へ
◆ミュージアムシアター
・7/30㈰まで（平日）13:15、15:15
（土・日曜、祝日）15:15
「〈森浩一が語る日本の古代 第
10巻〉北と南の地域学」〈76分〉
・8/1㈫～31㈭（平日）13:15、15:15
（土・日曜、祝日）15:15
「〈ＮＨＫスペシャル ドキュメント太
平洋戦争 第３集〉エレクトロニ

開館時間…9:00 ～16:30（ 7/21 ～
8/20は18:00まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※みどりの相談室は、水・土・日曜と祝
日 の10:00～12:00と13:00～15:30
（電話相談あり）。
※バーベキューのお問い合わせは、☎
385－1815へ。

※申し込みは全て当日会場で。
●はスポーツ推進委員主催

◆①健筋運動②簡単フラダンス

◆ドンちゃん・グリちゃんの自
然展
7/28㈮～8/20㈰ 9:00～16:00
会場パークセンター　
※詳細は4面参照

7月・8月の①木曜（8/10を除く）
②金曜 (7/21・8/11を除く)各
10:00～10:50　会場運動公園
武道館　対象①60歳以上②18
歳以上の人(初心者可)　持ち物
①上履き　定員各先着25人　費
用1回500円　 同公園☎363
－9241
●カローリング教室
①7/23㈰ ②7/30㈰ 各9:00～
12:00　会場①小金②六実各市
民センター　対象小学生以上　
①堀☎344－1735②伊藤☎

090－8027－8076

クスが戦
いくさ

を制す ～マリアナ・サ
イパン～」〈49分〉
会場講堂　定員各回先着80人
（申込不要）　費用無料
◆午前11時の名画座
・7/30㈰まで 11:00
「〈アレクサンドロス大王と東西
文明 第２話〉ヘレニズムの風」
〈30分〉
・8/1㈫～31㈭ 11:00
「〈NHKスペシャル ドキュメント
太平洋戦争 第６集〉一億玉砕
の道 ～日ソ終戦工作～」〈59
分〉
会場講堂　定員各回先着80人
（申込不要）　費用無料
◆土日祝のキッズシアター
・7/30㈰まで土・日曜、祝日13:15
アニメ「〈ふるさと再生 日本の
昔ばなし〉天

てん

狗
ぐ

の隠れみの」他
２話〈約25分〉
・8/5㈯～27㈰ 土・日曜、祝日
13:15
アニメ「〈ふるさと再生 日本の
昔ばなし〉きき耳ずきん」他２
話〈約25分〉
会場講堂　定員各回先着80人（申
込不要）　費用無料　※7/23㈰、
8/19㈯の上映はありません
◆ガイドツアー（総合展示解説）
随時受け付け（常設展観覧券が
必要）

8月
※全て無料。　

●常盤平児童福祉館☎387－3320
出張おやこDE広場毎週火曜9時30分～15時30
分　対象おおむね3歳までの子と保護者
あそぼう会毎週火曜16時～16時45分　内容工作
他　対象主に小学生
わくわくタイム毎週木曜10時45分～11時　対象乳
幼児と保護者
中高生の広場（TAPS）毎週土曜（26日除く）17時
～19時　内容消しゴムはんこ作り他
児童館50周年記念感謝祭26日㈯10時～12時、
13時30分～16時　
デイキャンプ30日㈬10時～14時30分　内容テン
ト設営・野外ゲーム　会場さるびあ公園（同館隣）
対象小学3年生以上　定員先着30人　 8月2日㈬
10時から、電話で同館へ
●根木内こども館☎315－2985
親子でパン作り教室5日㈯10時～12時　対象小
学生以上（要申込）
ひょうたんの会8日㈫11時15分～12時　内容手遊
びとお話　対象乳幼児と保護者
おもしろ探検くらぶ19日㈯15時～16時30分　

内容映画会　対象小学生以上
絵本はじめのいーっぽ25日㈮11時20分～12時
内容読み聞かせと絵本紹介　対象乳幼児と保護者
はあと音楽隊25日㈮15時～16時　内容演奏を楽
しむ　対象乳幼児と保護者
パティシエ教室26日㈯10時～12時　内容ケーキ
作り　対象小学4年生以上（要申込）
シングルマザーの会26日㈯13時～14時30分（要
申込）
工作くらぶ26日㈯13時～16時　内容クリニカル
アート（塩ビの工作）　対象小学生以上（要申込）
●野菊野こども館☎331－1144
中高生タイム①12日㈯②19日㈯各17時30分～
19時30分　内容①フリータイム②のぎくのクッ
キング　対象中学・高校生
おやこDE広場18日㈮11時30分～12時　内容絵
本のじかん　対象乳幼児と保護者
のぎっこひろば26日㈯10時～12時　内容野菊野
団地夏祭りに参加　対象乳幼児と保護者、小学生
以上・地域の人
●森のこども館☎331－1144
（21世紀の森と広場内森の工芸館）
4日㈮・5日㈯・6日㈰・25日㈮・26日㈯・27日
㈰各10時～16時　内容森の中で遊ぼう・ザリガ
ニつり・水遊び他

松戸駅市民ギャラリー
生涯学習推進課☎367－7810

◆7/20㈭まで
松戸市介護じょし写

真展
介護保険課☎366－7370

◆7/21㈮～31㈪
平和パネル・ポスター展
総務課☎366－7305

◆7/21㈮～8/3㈭
タイルモザイク作品展
木
き

崎
ざき

☎090－8013－4389
◆8/4㈮～17㈭

おもしろ工房作品展
松田☎366－1148

　小学生以上が遊べるスペースを、施設内のカ
フェ「赤い花白い花」に開設しました。駐車場
もあります。親子で遊びに来ませんか？
開館時間15時30分（土・日曜、夏休みは14時）か
らよい子の放送まで　※月曜休館
●好きなことをして遊んでOK！
　友だちとおしゃべりしたり、読書をしたり、
自由に遊ぶことができます。オセロ・将棋・囲
碁・マンカラ・ジェンガ・ドミノ・トランプな
ど遊び道具も充実！
●テーマは「世界の子どもとつながろう！」
　世界の子どもたちのことを、食べ物・遊び本・
音楽・映画などを通して学べる企画がいっぱい！

根木内こども館
リニューアル！

館

馬
ま

渡
わたり

静
しず

生
お

展
大谷☎340－3741

松戸駅市民ギャラリーの
利用受付抽選と説明会を
行います
日時7/26㈬10:30から　会
場文化ホール　対象利用期
間9/29㈮～12/22㈮　持
ち物筆記用具・代表者の印鑑
生涯学習推進課☎367－

7810

　戸定が丘歴史公園の竹で本体を
作り、模様を付けた紙を差し込ん
で竹あんどんを作りませんか。完
成した作品は、8月9日㈬・10日㈭
の松戸宿坂川献

けん

灯
とう

まつりで松
しょう

龍
りゅう

寺
じ

を彩ります。
日時7月27日㈭9時30分～11時30
分　会場戸定歴史館　講師美術家・
鄙
ひ な

里
さ と

沙
さ

織
お り

氏　対象小学生以上（小学4
年生以下は保護者同伴）　定員先着10
組　持ち物汚れてもいい服、飲み物、タオル、帽子　費用無料
7月16日㈰から、電話で戸定歴史館☎362－2050へ

「戸定竹あんどん」を作ろう

戸定歴史館
☎362－2050

開館時間…9:30～17:00（入館は
16:30まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）　
入館料…共通券一般240円など、個
別券一般150円など。
◆1867年パリ万
博150周年記念
展～第Ⅱ期 写真
と万博～
9/24㈰まで

◆夏から始める秋冬野菜
8/6 ㈰ 13:30～15:00
講師みどりの相談員・橋本倉

くら

司
じ

氏　定員先着70人　費用無料

要申込

同館☎315－2985 
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※都合により会場等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。

松戸混声合唱団（オーケストラとの共演）
㈮18時～21時 市民会館 月3,000

円 1,000円 朝倉☎343－0573
つまみ画サークル（手芸）
第2・4㈫9時～12時 矢切公民館
絹を折って絵やブローチなどを作る
ピンセット・はさみ 月3,000円 福島
☎090－7253－1384
ハミングゆう（女声合唱）
第1・2・4㈬14時30分～16時30

分 青少年会館 月5,000円 桂
かつら

川
がわ

☎
090－4043－3513
六実サッカークラブ
㈯㈰13時～17時 六実小学校 5

歳～小学生 月1,000円 1,000円
小巻☎080－6180－7502
新松戸バドミントンサークル
㈭9時～11時 青少年会館 月500

円 瀬川☎341－8482（19時30分以降）
常盤平剣友会（剣道）
㈪㈭19時～21時 常盤平中学校

小学生以上 月2,500円（週1回）、4,500
円（週2回） 1,000円 八木☎090
－9003－2094
旅のスケッチ松戸同好会
第2・4㈬10時～13時 戸外、市

内市民センター等 月2,000円 木村☎
345－5133
松戸山

さん

歩
ぽ

クラブ（ハイキング・登山）
月2回㈯ 年4,000円 1,000円

森☎080－5070－8268
松戸歌会（短歌）
第1㈯13時～16時 六実市民セン

ター 年4,000円 秋山☎090－9850
－6478
水曜スケッチ会（野外）
第4㈬11時～14時30分 月1,000

円 1,000円 田中☎363－3772
松戸社交ダンスサークル
第1～4㈭18時30分～20時30分
市民会館 月3,000円 1,000円

小池☎090－9230－6380
五香民謡愛好会
月3回㈰13時～16時 五香市民

センター 年5,000円 横田☎385－
3945

◆パソコン何でも相談
7/17㈷・24㈪・31㈪各 13時～ 14

時30分 NPO松戸ITVネットワーク教
室（根本） 各先着1人 各1,500円
電話で同教室☎331－0880（㈪㈬㈮11
時～14時）へ
◆マンション管理基礎講座
7/17㈷13時～16時 全日警ホール

（市川市） マンションの管理組合役員・
居住者他 先着40人 電話で住まい情
報プラザ☎043－223－3266へ
◆医療講演会脳卒中予防と最新医療
7/21㈮18時～20時 新松戸診療所

（JR新松戸駅下車） 先着70人 当日会
場で 市立病院の充実を願う市民ネット・
千
ち

田
だ

☎090－7211－1920
◆司法書士法律相談
7/22㈯・29㈯、8/19㈯・26㈯各10

時～15時 松戸商工会議所 各先着8人
電話でちば司法書士総合相談センター☎

043－204－8333へ
減塩食のレシピ配布・試食会
7/22㈯11時～13時 まつど市民活

動サポートセンター 先着20人 電話で
数値調理会・岩崎☎090－9295－1387へ
◆夏休み限定 !! 子供生け花教室（伝統
文化親子教室事業）
①7/22㈯②8/5㈯③8/26㈯各14時

～15時 ①稔台②③八柱各市民センター
幼児～高校生（保護者も可） 各2,000
円 華道育成会・藤

ふじ

平
ひら

☎090－2909－
6159
◆2017年国民平和大行進
7/24㈪①8時40分～14時30分②9

時～14時30分 ①やまぶき公園（新京成
五香駅下車）②市役所前 当日会場で 同
松戸実行委員会・嶋村☎362－3738
◆親子で楽しむおはなし会
7/28㈮11時～12時 コープみらい

新松戸店 先着20組 当日会場で と
ちのき文庫・加藤☎345－4305
◆認知症介護相談交流会
7/28㈮13時～15時 松戸市社会福

祉協議会（上矢切） （公社）認知症の人と
家族の会松戸地区・尾崎☎343－8925
◆西

さい

条
じょう

八
や

十
そ

・大
おお

村
むら

能
のう

章
しょう

・松山恵子を偲
しの

ぶ
7/29㈯ 9時30分～14時30分 市

民会館 先着25人 2,000円 電話で
松戸生涯学習会・須藤☎090－3346－
1475へ

●囲碁大会（棋力別・変則リーグ戦方式）
7/30㈰9時～17時 常盤平市民セン

ター 1,500円（高校生以下800円）
当日会場で 常盤平囲碁クラブ・清水☎
386－1988（昼間のみ）
◆小金原老人福祉センター日舞クラブ
発表会「ゆかたざらい」
7/30㈰12時～15時30分 小金原市

民センター 同老人福祉センター☎344
－8270

講座「あなたは大切な人の介護が
出来ますか?」
8/1㈫13時30分～15時30分 東部

市民センター 先着20人 500円 電
話で介護・認知症の家族と歩む会・松戸・
北川☎090－5509－5398へ
◆大人のための①英会話②韓国語入門
講座〔各全8回〕
8/3～9/21の㈭①18時～19時②19

時30分～20時30分 市民会館 各先
着15人 各6,000円 電話で国際文化
交流協会・前田☎090－6489－2803（平
日10時～17時）へ
◆五香中国語会話教室見学会
8/5㈯13時15分～16時 五香市民

センター 先着5人 電話で同教室・諏
す

訪
わ

☎090－9817－2314へ
◆アニメ映画「クロがいた夏」上映会
8/5㈯13時30分～16時 市民会館
先着120人 憲法を生かす会松戸・原

爆の絵展実行委員会・篠原☎386－4339
●男子プロB級による「スロー」「サンバ」
の講習会〔全 9回〕
8/5 ～ 10/21 の ㈯（8/19、9/23・30

を除く）各19時～21時 常盤平体育館
中級者（経験5年以上） 3,000円

ダンスサークルメイ・江
え

原
はら

☎090－3341
－1749
◆おもしろ実習教室（工作・空気圧シャ
トル）
8/6㈰15時～16時 市民活動サポー

トセンター 先着40人 電話でNPO葡
ぶ

萄
どう

の家・西
にし

手
て

☎364－6899へ
●菊作り講習会（福助菊）
8/6㈰13時30分～16時 プレイハ

ウス榎本（八ケ崎） 千
せん

松
しょう

菊
きく

花
か

会
かい

・菊地☎
365－7206

松戸ビーチボールクラブ
①㈪9時～11時②㈯19～21時

柿ノ木台公園体育館 中学生～69歳の
人 月1,000円 1,000円（高校生以
下いずれも無料） 佐藤☎367－8588
社会科歴史サークル
㈫14時～16時 新松戸市民セン

ター 月1,500円 鈴木☎345－0941
C
キ ャ ン デ ィ

andyG
ガ ー ル ズ

irls ①M
ミ ニ

ini ②B
ビ ー ン ズ

eans (チア
ダンス）
①㈬17時～18時、㈯9時～10時②

㈬16時～16時45分 青少年会館
①小学1年～4年生②3歳～6歳の人
月4,000円～6,000円 浅倉☎090－
7234－1272
日本宇宙少年団千葉スペースボイジャー
分団
第3㈰10時～15時 市民会館他

宇宙や星座に興味のある小・中学生
工作時の材料費 田嶋☎090－8962－
3182
風
ふう

信
しん

書道会
㈯①10時～12時②13時～16時
①二十世紀が丘②新松戸各市民セン

ター 月3,000円から 篠原☎090－
8893－4489
ポハカラカラニ フラサークル
㈮10時～12時 日暮町内会館 月

3,500円 矢野☎080－4138－7351
呼吸とともに実践するヨーガ教室
第2・4㈬13時～15時 天

てん

真
しん

寺
じ

（新
京成常盤平駅下車） 月2,000円 秋
野☎340－2312
恵
めぐみ

会（健康麻雀）
㈪～㈮9時30分～16時 八柱ビル

2階（日暮） 1日1,000円 工藤☎
090－1547－1652
チェリッシュクラブ（健康体操）
月3回㈮19時～21時 青少年会館

樋野口分館 月2,500円 500円 和
田☎367－4568
和装サークル（きものの着付け）
月2回㈮10時～12時 東部スポー

ツパーク 1回1,000円 中林☎090
－8519－2456

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

、 マークは市民活動助成事業です）

　体に対するたばこの害というのは、皆さんご存じだと思います。肺がん、
高血圧などさまざまな病気に大きく影響すると言われています。
　最近、“受動喫煙”が話題に上っています。たばこの煙には吸っている人
が吸い込む“主流煙”と、火のついたたばこの先から出る“副流煙”があり、
この副流煙を吸い込んでしまうことを“受動喫煙”といいます。このことが
大きく取りざたされていて、国レベルでの対策が検討されています。副流
煙には、ニコチン・タール・一酸化炭素が主流煙の約3～5倍含まれている
と言われています。よって、この副流煙にさらされている人にもさまざまな
健康被害が発生するのです。例えば肺がんの場合、喫煙者は非喫煙者に比
べリスクが4～ 5倍になると言われていますが、受動喫煙によってもリスク
が高まります。高血圧や脳卒中、虚血性心疾患や認知機能への影響、精神
的苦痛による障害のリスクも、喫煙者だけでなく受動喫煙でも高まります。
　歯科において重大な問題となってくるのが“歯周病・むし歯”です。喫煙
により口の中の環境が悪化することは以前から言われていますが、具体的
にはたばこに含まれる三大有害物質のニコチン・タール・一酸化炭素が主
な原因です。これらは血管の機能を損ない、着色により歯の汚れの付着を
助長したり、免疫機能を低下させたりするのです。

歯科と喫煙について その2
あなたの健康 196 　血管の機能が損なわれると血行障害が起こり、歯肉などが必要とする栄

養供給が低下します。歯への汚れが増えると、その汚れが更なる汚れを呼
び、いわゆるむし歯へとつながってしまいます。口の中の免疫機能が低下
すれば、歯肉などに細菌が感染し、歯周病のさらなる重篤化を招いてしま
います。
　口の中の環境が悪化して歯周病やむし歯によって歯を失うようなことに
なれば、その歯だけでなくその他の歯もまた同様のリスクを抱えることに
なります。歯を1本失うと、それが負の連鎖となり2本3本と歯を失う原因
となります。歯を失った際は、ブリッジや義歯、インプラントから治療を
選ぶことになりますが、口

こう

腔
くう

内の環境が悪いと選択肢がなくなってしまう
こともあり、希望する治療ができない場合も出てきます。
　禁煙には本人の強い意志が必要ですが、なかなかそれだけでは難しいの
が現実です。家族や友人、職場の同僚などさまざまな人の協力はもちろん、
禁煙外来など医療機関での治療も有効に活用しましょう。松戸市ではそう
した方々のための禁煙サポートを行っていますので、併せて活用してみて
ください。

公益社団法人 松戸歯科医師会　  http://matsudo.cda.or.jp/

禁煙したいあなたをサポート　
 http://www.city.matsudo.chiba.jp/
iryoutoshi/healthcare/kinen/index.html 市ホームページ
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松戸でアットホームな気持ち
　今月で国際交流員になって丸2年になりま
す。この2年間で松戸市が私にとって第二の
故郷のようになり、ここまで連れてきてくれ
た幸運を振り返ることがよくあります。英語
でよく耳にするフレーズですが、楽しいとき
は時のたつのが早い! という気持ちです。
　この2年の間、松戸市にはさまざまなアイデ
ンティティがあると学んできました。古くか
ら住む市民からは、ここが江戸川沿いの歴史
的な宿場町であることがよく語られます。市
職員に聞くと、千葉県の北西部に位置するベ
ッドタウンだと言います。そして外国人市民
の私は、都会に近隣するやさしい地元の町の
ように感じる場所と友達に説明します。それ

でもダメなら、「チーバくんの上唇のちょっと
上」と表現すると位置がわかりやすい上にイ
ンパクトがあります!（キャラ+地図のコンビ
は意外と役にたつ!）
　市民であり、市職員でもあり、外国人でも
ある私は、ほぼ毎日松戸市について新しい
ことを発見しています。これからの一年も発
見したことを書いていくので、楽しみにして
ください。よろしくお願いします! 詳しくは、
I
イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル

nternational P
ポ ー タ ル

ortalのウェブページと、関連し
たフェイスブック・ツイッターをご覧ください。

国際交流員が松戸の魅力を紹介します

エリンが行く、どこでもマツド！
 Here comes Erin!

Feeling at home in Matsudo
This month marks the 2nd anniversary of my time as Coordinator 
of International Relations. Somewhere along the way this city has 
become a true home to me, and I often catch myself reflecting on the 
good fortune that led me here. Time flies when you’re having fun in 
Matsudo!
Over the past 24 months, I have learnt that this city has multiple 
identities. Longtime locals talk of a historic inn-town beside the 
Edogawa River. City employees describe a modern-day bedtown in 
northwest Chiba prefecture. And as a foreign resident, I tell my friends 
that Matsudo feels like a friendly hometown that just so happens to 
neighbor the Tokyo Metropolis. Fortunately, if all else fails, we can also 
fall back on the excellent visual cue that is ‘Chiiba-kun’s upper lip’（the 
mascot/map combo was a stroke of genius）!
As a local resident, city employee and foreign visitor all rolled into one, 
I discover something new about Matsudo almost every day. I look 
forward to sharing these with you over the summer and throughout 
the next year. Visit the International Portal website and affiliated social 
media profiles to learn more.

気軽に連絡してください！　Please contact me anytime!
mccir@city.matsudo.chiba.jp （English・日本語・Español = OK!）
文化観光国際課☎366－7327

ふれあい松戸川の川沿い

　3月に出場した第42回全日本バトントワーリング選手権大会のスリーバ
トン女子12歳以下の部で、日本一となった神楽梨緒さん。日本のバトン技術
は世界的にも高いレベルにあるといわれる中、南部小学校6年生のときに挑
戦し、悲願を達成しました。小学生での優勝は松戸市初の快挙です。
　スリーバトンは、3本のバトンのうち常に1本は空中にあることが求められ
る競技。高速で回るバトンを操り続ける必要があります。昨年の同大会では
2本のバトンを使うトゥーバトン部門で15位。
その悔しさをバネに臨んだ今大会初出場のス
リーバトン部門で、見事栄冠を手にしました。
　「練習していて同じミスをしてしまうのはつ
らいけど、大会で結果が出せたときは嬉

うれ

しい」
と話す神楽さんがバトンを始めたのは、幼稚
園年中の頃。それ以来1日当たり2～4時間・
週6日の厳しい練習を重ねてきました。今回の
優勝は神楽さんの努力と家族の支え、そして
先生たちの指導が実を結んだかたちです。
　目標は「世界チャンピオン」。世界大会に進む
には、日本代表選考で上位の成績を収める必要
がありますが、全員が日本バトン協会の推薦を受けたトップクラスの実力の
持ち主。女子ジュニア部門で世界大会への切符を手にできるのは、12歳から
17歳までのうち、ほんの一握りという狭き門です。中学生となった神楽さ
んはその門をくぐるため、美しい演技を目指して技に磨きをかけ続けます。

第二中学校1年生 神楽 梨緒さん
しが　らき　　 り　　お

　矢切を舞台にした伊藤左千夫の小説「野菊の墓」に登場するヒロイン
の名前にちなんだコンテストの参加者を募集。上位入賞者は「矢切観光大
使」として1年間活動していただく予定です。上位3人には副賞あり。
日時8月2日㈬19時から　内容浴衣姿で約1分間の自己紹介・矢切の良い
ところのスピーチ・パフォーマンスなど　参加資格市内在住・在勤・在学
の満18歳以上の女性（20歳未満の場合は保護者の承諾が必要）

7月24日㈪までに、市販の履歴書に住所・氏名・生年月日・電話番号・
職業・勤務先または学校名（所在地含む）・趣味・特技などを記入して、
上半身の写真を貼付の上、郵送またはEメールで〒271－0096松戸市下
矢切299　矢切ビールまつり実行委員会事務局・今井 hutch-@mua.
biglobe.ne.jp（☎090－5330－8557）へ

要申込

ミズ・民子
コンテスト
参加者募集!

第6回
初恋のまちやきり

スリーバトン日本一！
目指すは世界チャンピオン

　平成25年度から行っていた再整備が完了しまし
た。水に親しみながら、矢切の斜面林や農地を見
渡すことができる広場です。
日時7月22日㈯10時～15時〔小雨決行・荒天中止〕
会場同広場（上矢切1234の2）　内容川クイズ、模擬店、
Eボート体験乗船（先着81人）他

 坂川親水広場
リニューアルオープン
 イベント 河川清流課☎366－7359

暑い夜にビールとイベントで盛り上がろう !

ビールまつり矢切
矢切ビールまつり実行委員会・芝内

　☎090－2733－8854

日時8月2日㈬・3日㈭ 各17時～21時

家族みんなで楽しもう！

大会で演技する神楽さん会場北総線矢切駅前広場
内容生ビールやつまみの販売、ミズ・民子コンテスト他

松戸市安全安心情報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

緊急重要情報のメール配信を
行っています。サービスの利用
は登録が必要です。（QRコード
から登録できます）。

パソコン・スマートフォン版 モバイル版 パソコン・スマートフォン版 モバイル版

2017.7.15
（平成29年）

笑顔の絶えない家庭を築いていきます。
お互い好きなサッカー・仕事も頑張ります！

♥　★　♥　★　♥　　

高
たか

山
やま

威
たけ

伸
のぶ

さん・はるかさん

幸せアルバム

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文字以内・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

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。


