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※時間・会場については、
　変更する場合があります。 

※当日はバス・タクシー乗り
　場が変更になります。 
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交通規制：9時30分～17時30分

バス乗り場
戸ケ崎・三郷・八潮方面
矢切の渡し入口方面
日大歯科病院・流山方面

バス降車場

バス乗り場
国分・聖徳学園方面

バス乗り場
市川方面

西口デッキ上・下

日程 催し物 開催時間 会場

両
日
開
催

東口フェスタ（ステージイベント・出店など） 10:00～17:00 ❿
ちびっこイベント 10:00～17:00 ❹
まつどマルシェ（地場野菜・梨即売会） 10:00～16:00 ❾
消費生活展〔スタンプラリー実施会場（●●でも実施）〕 10:00～17:00 ⓬
小・中学生観光絵画展（4階文化ホール、8日は16:00まで） 10:00～18:00 ❼
MATSUDO STREET DANCE EVENT 「MOVE UP!」 10:00～17:00 ⓫
キッズスクエアー（8日は10:30から） 12:00～16:00 ❻

10/7
㈯

東口オープニングセレモニー 11:00～11:15 ❿
子ども警察官コーナー、薬物乱用防止キャンペーン他 13:00～15:00 ❽
YOSAKOIスタジアム 13:30～15:00 ❻
サンバパレード 14:00～14:30 ❶

10/8
㈰

陸上自衛隊松戸駐屯地イベント（変身コーナー） 10:00～16:00 ❽
「音楽空間」Love Matsudo Music & Dance Festival 10:30～16:00 ❶
素人のど自慢決勝大会 11:50～14:40 ❿
クラシックカーショー 14:00～15:00 ❾
阿波踊り 15:00～16:00 ❶

10月7日㈯・8日㈰ 
各10時～17時 〔雨天決行　※中止になるイベントもあります〕

会場松戸駅周辺地域

　募金をした人には「初音ミククリアファ
イル」または「妖怪ウォッチステッカー」
をプレゼント。 ※なくなり次第終了。

雑がみに関するアンケートに答えて
輪 投 げ に チ ャレ ン ジ  

日時10月8日㈰10時～17時
会場❾西口デッキ下
問県共同募金会松戸市支会
   （地域福祉課内）☎366－3019

赤 い 羽 根 共 同 募 金
にご 協 力くだ さ い

　景品にはクリンクル
ちゃん関連の品もあり
ます。 ※家庭から出
される植物性の廃食用
油の回収も行います。

日時10月7日㈯・8日㈰
各10時～15時30分
会場❾西口デッキ上
問廃棄物対策課☎704－2010

千葉県共同募金会
オリジナルマスコット
キャラクター
「びわぴよ」

バ ザ ー ル
松 戸 の 有 名 店 が 集 合 !

松戸フードフェスタ

全国ふるさと
観光物産展

オープニング
セレモニー

会場❾西口デッキ下
内容全国各地の名産品
を販売

日時10月7日㈯
10時～10時30分
会場❶イベント広場
内容市消防音楽隊の演
奏、主催者あいさつ、
テープカット等

日時10月7日㈯・8日㈰
各10時～17時

日時10月7日㈯
10時30分～12時頃
会場❶イベント広場～❼文化ホール
付近、❿東口デッキ付近～市役所
参加団体市消防音楽隊、市内小学校

日時10月7日㈯・8日㈰
各10時～17時
会場⓫松戸中央公園
内容市民・市内事業所・市内団体の屋台、
ステージイベント

第44回

笑 顔 で つ な ぐ  や さ シ ティ 、 ま つ ど 。

問同まつり実行委員会（松戸商工会議所内）☎364－3111

音 楽
パ レ ー ド

　秋の恒例行事「松戸まつり」を今年も
松戸駅周辺地域で開催します。 松戸を代表
する歴史あるお祭りに出掛けませんか。

松戸まつりチラシ

クリンクルちゃん

❼❾
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●パブリックコメント（意見募集）を実施
●高齢者インフルエンザ予防接種
●来春新入学する小・中学校が選べます
●平成30年度幼稚園の入園案内
●松戸徳川家三代目当主・徳川文武氏講演会



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

平成29年版「環境の現状と対策（環境
白書）」を発行しました
　大気汚染や地球温暖化など、身近な環
境問題の現状・課題の他、取り組んでい
る啓発活動等を紹介します　※環境白書
は、環境保全課・行政資料
センター・図書館・市ホーム
ページで閲覧できます 環境
保全課☎366－7337

雑がみ分別お試し袋を配布中
　雑がみ（新聞・雑誌・段ボール・飲料
用紙パック以外の資源になる紙類）の分別
を推進するため、「雑がみ分別お試し袋」
を廃棄物対策課および各支所・市民セン
ターで配布しています　※1人1枚のみ。
なくなり次第終了 同課☎704－2010

環境保全課分室の移転に伴い、草刈り
機の貸し出し場所が変わります
①10/5㈭までの既貸し出し返却分まで
＝六和クリーンセンター内同課分室②
10/16㈪以降の貸し出し申し込み＝和
名ケ谷クリーンセンター内同課分室　※
10/10㈫から13㈮の間は受け付けでき
ません （10/6㈮まで）①☎343－7923
（10/16㈪から）②☎392－0477、（全般）
同課☎366－7336

児童手当10月期分（6月～9月分）を指定
口座に振り込みます
振込日 10/10㈫　※金融機関により振り
込み時間は異なります ①平成29年度現
況届を提出し、引き続き受給資格がある
と認められた人②平成29年5月以降、転
入・出生等により松戸市で児童手当の認
定を受けた人 子育て支援課児童給付担
当室☎366－3127

保育施設で医療的ケアを行う看護師（任
期付短時間勤務職員）募集
募集人数 若干名 勤務時間1日6.25時間
受験資格 昭和28年4月2日以降に生まれ
た看護資格を持つ人試験日 10/23㈪ 市
役所新館10階会議室 10/13㈮〔消印有
効〕までに、郵送で〒271－8588松戸市
役所　幼児保育課（☎366－7351）へ　
※詳細は受験案内書をご覧ください。受
験案内書は同課・ハローワーク松戸・千
葉県ナースセンターで配布する他、市ホー
ムページからダウンロードできます

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

10/16㈪～22㈰は行政相談週間
　行政相談委員は市民の皆さんの身近な
相談窓口として、国や独立行政法人等の
仕事に対する意見・要望、また福祉・道路・
役所に対する困りごと等を受け付け、行
政機関との橋渡しをしています　※秘密
は厳守されます 行政相談委員一覧（敬称略）
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（松戸新田）特設行政相談
①10/7㈯10時～15時②10/18㈬10時
～12時 ①松戸まつり会場②市役所本館
2階相談コーナー（②は小金原支所でも）
広報広聴課広聴担当室☎366－1162

都市計画変更案の縦覧
内容 ①松戸都市計画道路3・3・7号（河原
塚～紙敷区間）の変更およびそれに伴う
用途地域の変更②東京都市計画墓園八柱
墓園の変更 縦覧期間 10/10㈫～24㈫（閉
庁時除く）縦覧場所 都市計画課（②は東
京都都市整備局都市づくり政策部都市計
画課でも）意見書の提出10/24㈫〔①消印
有効②必着〕までに、直接または郵送で
住所・氏名・電話番号・意見を記入し、
①〒271－8588松戸市　都市計画課②
〒163－8001東京都都市計画課へ ①
松戸市都市計画課☎366－7372、②東
京都都市計画課☎03－5388－3225

大規模小売店舗の新設届け出の縦覧と
意見書の提出
縦覧・意見書提出期限12/18㈪ 商工振興
課 対象店舗（仮称）東松戸二丁目商業施
設計画 同課☎711－6377

文化ホールの使用受付
10/11㈬10時30分から 文化ホール
平成30年1月から3月までの受け付け 使
用料・社会教育関係団体登録証（該当団
体のみ） 生涯学習推進課☎367－7810

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の死亡当時の遺族で、平成

27年4月1日において公務扶助料や遺族
年金等の受給者がいない場合に、次の順

番で先順位の遺族1人に支給されます●
基準日までに弔慰金の受給権を取得した
人●戦没者等の子●戦没者等の①父母
②孫③祖父母④兄弟姉妹●上記以外の
3親等内の親族で、戦没者等の死亡時ま
で引き続き1年以上生計関係を有してい
た人　※詳細は地域福祉課まで 請求期限
H30/4/2㈪ 同課☎366－3019

松戸市避難行動要支援者名簿登録の申請
　災害発生時に、自力での避難が困難な
高齢者や障がい者を、本人の希望により
市の避難行動要支援者名簿に登録します。
名簿は、災害時に速やかに避難や安否確
認等が行えるよう、市、町会・自治会等
の避難を支援する人との間で共有します
介護認定者（要介護3～5）、身体障害

者手帳1・2級取得者他、避難支援が必要
な独居高齢者 直接または郵送で〒271－
8588松戸市役所　地域福祉課へ （名簿
登録）地域福祉課☎366－3019、（防災
行政全般）危機管理課☎366－7309

金属付き不要入れ歯の回収
　回収して得た収益は、地域福祉活動に
役立てられます回収ボックス設置場所 市役
所、総合福祉会館、市内地区社協、松
戸郵便局 （社福）松戸市社会福祉協議
会☎368－0503

講座・講演・催し

松戸駅西口デッキステージイベント
①10/1㈰13時 ～16時 ②10/9㈷12

時～15時 ①聖徳大学オータムフェスタ
2017②盲導犬を普及させる会イベント
松戸駅周辺商業協同組合☎365－0100

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
10/5㈭11時～11時30分 ふれあい
22演奏者日

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

不動産鑑定士による相続・借地権等不
動産の評価等に関する相談会
10/6㈮10時～16時 市役所1階連絡

通路 （公社）千葉県不動産鑑定士協会
☎043－222－5795

聴覚障害者のための一般教養教室　
※手話通訳・要約筆記あり
①10/8㈰②11/12㈰③11/23㈷各13

時30分～16時 ふれあい22 市内在住

の聴覚障害者とその家族 ①10/4㈬②
③11/2㈭までに、FAXに住所・氏名・
FAX番号を記入して、障害者福祉センター
383－7810（☎383－7111）へ

松戸一日吹奏楽団☆ミニコンサート
10/8㈰16時開演（15時30分開場）

市民会館 一日限りの特別メンバーが宝
島他ポップス曲を演奏 当日会場で 生
涯学習推進課☎367－7810

防火・防災フェスティバル
10/9㈷10時～15時 千葉県西部防

災センター 消防車展示、はしご車体験、
野菜直売等　※チーバくんも登場 同セ
ンター☎331－5511

ふれあい教室「朗読をきくかい」
10/11㈬10時～11時30分 ふれあ

い22 松戸朗読奉仕会会員による短編・
エッセー等の朗読 障害者手帳を持って
いる人等 障害者福祉センター☎383－
7111

税理士税務無料相談会
10/12㈭・26㈭、11/9㈭・22㈬各10

時～15時 松戸商工会議所 電話で千
葉県税理士会松戸支部☎366－2174へ

「法の日」週間広報行事「みんなで考
えよう！老いの支度は成年後見から」
10/12㈭14時～16時 千葉地方家庭裁
判所松戸支部 先着60人 電話で同裁判
所総務課☎043－333－5302へ

ひったくり防止自転車かごカバーを配布
　カバーを取り付ける自転車でお越しく
ださい（その場で取り付け、1人1個）
10/13㈮10時～10時30分〔雨天中止〕
寺沢公園（三矢小台3の20） 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
10/13㈮10時から 市民会館 市内

在住の60歳以上 同センター☎330－
5005

①新拠点ゾーン整備基本構想（素案）
②松戸市安全で快適なまちづくり条例の一部を改正する条例（案）
③第3次松戸市地域福祉計画（案）
案の公表日および公表方法
10月1日㈰から、市ホームページへの掲載、2日
㈪から①街づくり課②市民安全課③地域福祉課
〔③は松戸市社会福祉協議会（各地区社協含む）、
図書館（本館・新松戸・小金・常盤平分館）でも〕・
行政資料センター・各支所での閲覧
意見の提出期間および方法
10月31日㈫〔消印有効〕までに、書面に住所・氏名・

問健康推進課予防衛生班☎366－7484
　市が委託する市内医療機関で予防接種を受けることができま
す。 ※インフルエンザ予防接種実施医療機関は、市ホームペー
ジまたは市役所・各支所にある市民健康相談室、各
保健福祉センターで配布する「平成29年度高齢者
予防接種委託医療機関一覧」をご覧ください。イン
フルエンザ予防接種予診票は各医療機関にあります。
接種期間10月～平成30年1月15日㈪（開始日は医
療機関によって異なります）　※県内の他市町村の医療機関（県
内定期予防接種相互乗り入れ事業）で接種する場合は、12月31日
㈰まで。 ※市外で接種を希望する人は、お問い合わせください。 
対象市内に住民登録があり、次の条件に該当する人●接種当日、
満65歳以上（接種は満65歳の誕生日以降）●接種当日、満60歳
以上65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器の機能の障害、または
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害があり、この4つの
いずれかで1級の身体障害者手帳を持っている
持ち物健康保険証　費用1,000円（1回目のみ）　※生活保護受
給世帯の人は費用免除（生活保護受給証の提示が必要）。 

問〒271－8588松戸市役所
①街づくり課 704－4050、 mcshigaichiseibi@city.matsudo.chiba.jp （☎
366－7376）②市民安全課 366－7615、 mcanzen@city.matsudo.chiba.jp 
（☎366－7285）③地域福祉課 366－1392、 mccomhukushi@city.matsudo.
chiba.jp （☎366－3019）

市ホームページ

市ホームページ

パブリックコメント（意見募集）手続きを実施します

10月21日 ㈯10時 ～11
時30分（9時30分から受け
付け）　会場市民劇場　定員
先着300人
問街づくり課☎366－7376

新拠点ゾーン整備
基本構想素案説明会

表題「①・②・③について」を記入して、持参（各支所可）または郵送・
FAX・Eメール・市ホームページ専用フォームのいずれかから提出　
※意見を提出した個人に対して個別回答は行いません。

高齢者インフルエンザ 予防接種
自己負担1,000円（1回目のみ）

2 平成30年4月1日から燃やせるごみは紙袋での収集を廃止し、「燃やせるごみ専用松戸市認定ポリ袋」に一本化します。  問廃棄物対策課☎704－2010
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  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〕

休日土曜日夜間歯科診療所
竹ケ花45の53　衛生会館2階

☎365－3430　
土・日曜日・祝日20時～23時

夜間小児急病センター
（小児初期内科系疾患）

上本郷4005　市立病院となり
☎360－8900　毎日18時～23時

小金原老人福祉センタークラブ展覧会・
瑞墨会書道展
10/15㈰9時～17時、10/16㈪9時30

分～16時30分 小金原市民センター
同老人福祉センター☎344－8270

松戸市地域猫セミナー&相談会
10/15㈰13時30分～16時 勤労会館
『「地域猫」のすすめ』著者・黒澤泰氏
他 先着100人 環境保全課☎366－
7336

シティー・ミニコンサート～バリトンの
音色と秋もよう～
10/18㈬12時15分～12時45分（開場
11時30分） 市役所市議会議場曲目禁
じられた音楽（ガスタルドン）、あんこま
パン（伊藤康英）他演奏者小林大祐氏（バ
リトン）、山中麻

ま

鈴
りん

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）

東葛飾地方中学校駅伝競走大会
　東葛地方の中学校71校各10人が、野
田市総合公園陸上競技場～中部小学校
前の10区32.2kmを走ります。市内は
以下の3区間を走るのでご声援お願いし
ます 10/21㈯〔荒天の場合は22㈰〕
市内コース 8区=小金北中学校正門～小
金中学校入り口、9区=小金中学校入り口
～日立製作所、10区=日立製作所～中部
小学校前　※選手通過時交通規制あり
交通規制 11時～12時30分 保健体育
課☎366－7459

シニア世代向け再雇用促進セミナー
10/21㈯・28㈯各10時～12時30分
勤労会館 応募書類の書き方、面接

応対等 1級キャリアコンサルティング
技能士・菊地克幸氏 おおむね55歳～
64歳 先着30人 電話で商工振興課☎
711－6377へ

住宅リフォーム①相談②市民講座
10/21㈯①10時～13時、14時～16

時②13時～14時 ②リフォーム・バリア
フリー等のポイント 小金市民センター
松戸住宅リフォーム相談員協議会☎

365－5252

北部地区市民センターまつり
10/21㈯10時～15時 八ケ崎市民セ

ンター 踊り、演奏、作品展示会、ゲー
ムコーナー ゲーム1回50円 同地区市
民センター指定管理者・㈱東京ドームファ
シリティーズ松戸営業所☎713－4760

「食と緑」のパートナー養成松戸カレッ
ジリンク講座〔全5回〕
①10/21㈯②11/18㈯③④12/2㈯各

9時～16時30分⑤12/16㈯13時20分
～16時30分 ①②⑤千葉大学園芸学部
③④21世紀の森と広場他 ①コミュニ
ティガーデンの楽しみ方②昆虫との共存
を目指す!生物多様性を考慮した都市緑
化③④公園を育てる⑤食べられる道の楽
しみ方 千葉大学教授他 5,000円
10/10㈫までに、Eメールに住所・氏名・
年齢・生年月日・電話番号・Eメールアド
レスを記入して、千葉大学コミュニティ・
イノベーションオフィス ccrc@chiba-u.
jp（☎043－290－2912）へ

まつど市民活動サポートセンターの催し
①市民活動トークライブ～今までにない
防犯スタイルを松戸の文化にする レッツ
パトラン！～ 10/21㈯14時～16時
パトラン松戸・庄司善彦氏 市民・防犯
活動に興味がある人 先着15人②NPO
マネジメント強化セミナー「もう抱えこま
ない!しんどくならない組織になろう」
11/5㈰17時30分から、11/26㈰13時

30分から各3時間 NPOれんげ舎・代
表理事・長

おさ

田
だ

英
てる

史
ちか

氏 市民活動の団体
運営に悩んでいる人 先着50人③来春
開催「みらいフェスタ」実行委員募集
11月から5回程度実行委員会を開催
市民活動を盛り上げたいまたはイベント
企画に興味がある人 先着10人
同センター 電話またはEメールで同セン
ター☎365－5522、 hai_saposen@
matsudo-sc.comへ

マンション管理①個別相談会②セミナー
10/22㈰①10時から②13時から 市

民劇場 マンション管理組合および居住
者 ②民泊と管理組合の対応、給排水
管改修工事のポイント ①先着8組 電
話またはFAXで千葉県マンション管理士
会事務局☎043－244－9091、 043
－244－9094へ

手賀沼流域フォーラム講演会「身近か
ら考える生物多様性」
10/22㈰13時30分～16時30分 ア

ビスタ（我孫子市） 東京大学大学院・
宮下直

ただし

氏 先着150人 同フォーラム実
行委員会・中野☎090－1208－8680

地区社協主催ふれあい広場
　年齢や障がいの有無に関わらず、楽し
みながら交流を深める場「ふれあい広場」
で、演芸・演奏・体験相談コーナーをお
楽しみください①小金地区 10/22㈰
小金小学校 同地区社協☎343－8690
②馬橋地区 11/5㈰ 第三中学校
同地区社協☎346－2758③馬橋西地区
11/11㈯ 主水新田集会所 電話で

同地区社協☎342－9692へ④矢切地区
11/12㈰ 総合福祉会館 同地区社
協☎368－0560⑤五香松飛台地区
11/19㈰ 第四中学校 同地区社協☎
386－3411⑥常盤平地区 11/19㈰
常盤平市民センター 同地区社協☎387
－2723⑦東部地区 11/26㈰ 第五中
学校 同地区社協☎391－6581⑧小金
原地区 11/26㈰ 小金原体育館 同
地区社協☎348－7115

高齢者を支える訪問型元気応援サービ
ス実施者向け基本研修
10/23㈪13時30分～16時 市役所

議会棟3階特別委員会室 高齢者の生活
支援に関心がある市内在住の人 先着
40人　※同サービス実施者になるために
は、実施団体に所属し、実務研修の受
講が必要です 電話またはFAXに氏名・
電話番号を記入して介護制度改革課☎
366－4101、 366－4102へ

図書館の不要雑誌を無料配布します
10/26㈭9時30分～15時 図書館

本館　※終了後は同館に常設のリサイク
ルコーナーを設置 同館☎365－5115

保育士セミナー「パネルシアターの技術
を磨く!」
10/28㈯9時30分～11時30分 野

菊野こども園 道
どう

灌
かん

山
やま

学園保育福祉専
門学校保育部長・阿部恵

めぐむ

氏 パネルシ
アターで保育を
楽しく! 市内
在住・在勤の保
育士・元保育士・
保育士を目指す
中学生以上の人
先着200人

電話で同園☎
365－8385へ

松戸市特別支援学級合同学芸発表会
10/28㈯11時～15時10分 市民会

館 河原塚中学校・泉
せん

水
すい

☎391－6161

10月星空観望会
10/28㈯18時～20時 市民会館

プラネタリウム室（NAOKO SPACE 
PLANETARIUM） 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） 先着80人 電話で同館☎
368－1237へ

秋の市民ぐるみでクリーンデー
10/29㈰午前中の1時間程度〔雨天

中止〕清掃範囲公園や道路などの公共ス
ペースや家の周辺分別方法ごみを「燃や
せるごみ」「プラスチック等のごみ」「ビン・
缶・金属類等の資源ごみ」「落ち葉・草・
小枝」の4種類のごみに分別してください
※家庭内のごみ（テレビ・冷蔵庫等の電
化製品を含む）は出さないでください 環
境業務課☎366－7333

医療的ケア児・慢性疾病児と家族を応援!
こどもフェスタinとうかつ
10/29㈰13時30分～

16時 県立松戸特別支援
学校 シンポジウム、五
感にはたらく体験、相談等 同フェスタ
ホームページで

M
み ぃ あ

IEA世界めぐり「ちりめん細工1日体験」
10/30㈪13時30分～15時30分 文

化ホール 五角袋制作 縮
ちり

緬
めん

細工講師・
島崎喜久子氏 先着20人（会員優先）
裁縫道具 1,300円（会員1,000円）
10/19㈭までに、電話で（公財）松戸市国
際交流協会☎366－7310へ

七五三の甲
か っ

冑
ちゅう

着用体験
11/5㈰10時～15時 戸定が丘歴史

公園内松雲亭 5歳～7歳 35人（抽選）
1,000円（保護者1,500円） 10/8㈰

までに往復はがきに住所・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）松戸市観光協会へ
松戸手作り甲冑愛好会事務局・知

ち

久
く

☎
080－5438－4039

日帰りバス旅で国際交流～山梨ワイナ
リー、リニア、歴史に触れるワンディ・ト
リップ～
11/29㈬7時45分市役所前集合、18

時解散 先着35人（会員優先） 7,000
円（会員5,500円）※昼食代・保険料含
む 11/6㈪までに、電話で（公財）松
戸市国際交流協会☎366－7310へ　※

費用は11/15㈬までに持参または銀行
振込

（公社）松戸市シルバー人材センターシ
シニアパソコン教室
　タブレット=11/14㈫、スマートフォン
=11/21㈫、パソコンのコース等もあり
ます 電話またはFAXで同センター☎
330－5005、 330－5008へ

千葉県動物愛護センターのお知らせ
　犬のしつけ方教室、飼い主さがしの会
等を開催しています 同センター東葛飾
支所☎04－7191－0050

会 議

松戸市高齢者保健福祉推進会議
10/4㈬18時30分～20時30分 中央

保健福祉センター傍聴定員先着10人（開
会15分前から受け付け） 高齢者支援課
☎366－7346

松戸市空家等対策協議会
10/11㈬13時30分から 市役所新館

7階大会議室 傍聴定員先着10人（13時か
ら13時15分まで受け付け） 住宅政策
課☎366－7366

教育委員会会議
10/12㈭10時から 京葉ガスF松戸ビ

ル5階会議室（傍聴受け付けは開会30分
前から） 教育企画課☎366－7455

総合教育会議
10/12㈭13時30分から 京葉ガスF松
戸ビル5階会議室（傍聴受け付けは開会
10分前まで） 政策推進課☎366－7072

松戸市環境審議会
10/12㈭14時から 市役所議会棟3階
特別委員会室傍聴定員先着5人（開会10
分まで受け付け） 環境政策課☎366－
7089

松戸市安全・快適まちづくり協議会
10/24㈫14時から 市役所新館7階

大会議室 傍聴定員 先着5人（開会15分
前から受け付け） 市民安全課☎366－
7285

子ども・子育て会議
10/30㈪18時30分から 市役所新

館7階大会議室傍聴定員先着15人（開会
15分前から受け付け） 子ども政策課☎
704－4007

少年センター運営協議会
10/31㈫14時から 中央保健福祉セ

ンター傍聴定員先着5人（開会30分前か
ら受け付け） 同センター☎366－7464

阿部恵
めぐむ
氏

矢切老人福祉センターのお風呂は、ボイラー整備点検のため10月16日㈪～11月3日㈷の間休業します。 問同センター☎368－1508 3
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秋の青少年教室

10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・ 氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・返
信用宛名〔保育対象は満6カ月～未就学児、一時保育を希望する人は、子どもの氏名（ふりがな）・性別・生年月日・食べ物のアレルギーの有無も〕
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　※往復はがき1枚、申し込みフォー
ム1件につき1講座（本人のみ）の申し込み。連名での応募はできません。 ※定員に満たない場合は10月11日㈬から電話で受け付け。※申し
込みフォームからの返信は mcsyougaigakusyu-kouza@city.matsudo.chiba.jpからになります。受信可能な設定にしてください。※電車・
バス等公共交通機関をご利用ください。

10月18日㈬〔必着〕までに、電子申請サービス、直接（普通はがき持参）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枚必要。

　松戸の貴重な森を
後世に残すために、
緑を大切に思う仲間
と森の保全活動をし
てみませんか。

花壇のボランティア活動を
始めてみませんか
　市では、公共の場所で花壇活動を行っている団
体に対し、花苗の配付や技術指導等の支援を行っ
ています。皆さんの地域にも草花の癒

い や

し空間をつ
くってみませんか。 

助成額 上限6万円で、以下のどちらか低い金額①生け垣の設置費
用の3分の1②生け垣の延長（ｍ）×6,000円
助成要件 以下の全てを満たしていること◦市内に住所を有する個

人または事務所を有する法人が、市内で新たに設置する生け垣◦生
け垣は幅員4m以上の道路に面し、その延長が5m以上あること◦構
造物（ブロック塀等）の内側に生け垣を設置する場合は、構造物の
高さが50cm以下で、構造物より1m以上高いもの◦植栽は1m当た
り2本以上の列植であり、健全な樹木または苗木であること　

申請書（（公財）松戸みどりと花の基金ホームページ
からダウンロード可）を直接、同基金へ　※申請受付
前に現地確認を行いますので、必ずご連絡ください。
問同基金☎710－2851

　市では、一定の基準を満たした樹林・樹木を保全樹林地区・
保護樹木等として指定しています。指定した樹林等の所有者に
対して支援および助成をすることで、緑の保全に努めています。

日程 内容 講師・協力 会場
10/19㈭ 里やまボランティアって何だろう?　身近なみどりを考えてみよう 森林インストラクター・栗田吉治氏 矢切公民館
10/26㈭ 都市の緑はなぜ必要か?　松戸の里やま活動 千葉大学大学院准教授・柳井重人氏 21世紀の森と広場パークセンター
11/  2㈭ 森を訪ねて都市樹林の課題を考えよう 松戸里やま応援団 八ケ崎・金ケ作地区の森　アウトドアセンター
11/  9㈭ 森の作業と安全講習　森のお楽しみ体験 松戸里やま応援団 高塚新田地区の森（JR東松戸駅改札前集合）
11/16㈭ 活動団体と森の所有者との交流 松戸ふるさと森の会、松戸里やま応援団 21世紀の森と広場パークセンター

申し込み
フォーム

電子申請
サービス

問青少年会館☎344－8556

問みどりと花の課☎366－7378

時間各10時～12時　会場①矢切公民館②新松戸市民センター　対象市内在住・在勤の子育て中の親　定員各20人（抽選）
費用①500円②1,000円（材料費）秋の講座

講座名 団体名 日程 内容 講師
市
民
自
主
企
画
講
座

① わくわくを見つけよう!ママも子もご
きげんな毎日を〔全3回〕 マル・モリクラブ

10/27㈮ 手のツボで癒
いや

しと健康を手に入れよう 鍼
しん

灸
きゅう

師・太田慶子氏 
11/10㈮ おこづかいが子どもの人生を変える ジブラルタ生命社員
11/17㈮ ハーブを生活に取り入れる JAAアロマインストラクター・八木美沙季氏

② 年末前に身体も心もストレスリセット!
笑顔で年越しいたしましょ〔全3回〕 にじいろ☆クローバー

11/  2㈭ 性教育・性の多様性について 助産師・やまがたてるえ氏
11/  9㈭ 簡単！イベントメニュー料理 イージーキッチン・鈴木真理氏
11/16㈭ エクササイズでリフレッシュ ! 健康運動指導士・熊谷恭子氏

教室名 日時 会場 講師 対象
（市内在住・在学）

定員
（抽選） 費用

物語の続きを創作してみよう!
※同館&図書館共催企画 11/  4㈯13:30～15:00 子ども読書推

進センター 生涯学習推進課社会教育指導員 小学生
※保護者の参加も可 15人

無料ブーメランを作って・飛ばして・
キャッチしよう!　※国際交流事業 11/11㈯  9:30～11:30 青少年会館 日本ブーメラン協会代表理事・先

さき

光
みつ

吉伸氏 小・中学生 20人

ユニカール～体育館でカーリング～ 11/12㈰13:00～16:00 青少年会館 千葉県ユニカール協会・川村光廣氏他 小学3年～中学生
※保護者の参加も可 20人

要申込

三矢小台公園の花壇をきれいに再生させた
「グラウンドゴルフ中

なか
矢
や

会
かい

」の皆さん

潤いある緑豊かなまちへ10月 は 都 市 緑 化 月 間

みどりの保
全に取り組
んでいます

要申込

時間10時～15時（初日は9時45分から）　対象市内在住・在勤・在学の人　定員20人程度　費用3,000円
10月10日㈫〔必着〕までに、はがきまたはEメールに住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を記入して、〒271

－8588松戸市役所　みどりと花の課 mcmidori@city.matsudo.chiba.jp (☎366－7378）へ

10月5日㈭・6日㈮ ･12日㈭ ･17日㈫ ･20
日㈮･ 24日㈫・26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

小さい子のためのおはなし会

10月6日㈮10時～12時　会場同センター
対象小学生の保護者　定員先着50人

小学校での読み聞かせ講座

10月13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

親子絵本講座

日程 会場（駐車場はありません）
①10/10㈫ 河原塚第一町会公民館
②10/17㈫ チェリッシュ・サポート・システム
③10/20㈮ CMS子育て支援センター

④10/25㈬ E－子どもの森
ほっとるーむ新松戸

⑤10/26㈭ 矢切公民館
⑥10/27㈮ 常盤平児童福祉館
時間①10時②11時③～⑥10時30分（各30
分）   対象0歳～3歳くらいの子と保護者

絵本はじめのいーっぽ
〜乳幼児のための読み聞かせサポート〜

日程 会場
10/13㈮ 明市民センター
10/17㈫ 小金原市民センター
10/18㈬ 東部スポーツパーク
10/20㈮ 五香市民センター
10/24㈫ 小金市民センター（分館内）
10/26㈭ 和名ケ谷スポーツセンター（分館内）
10/27㈮ 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

市民センターおはなし会

子ども読書推進センターからのお知らせ     共 通  費用無料　 同センター☎331－0077

会場同センター　対象全日程受講できる市内在住の人　定員
15人（抽選）　※②のみ一般参加可（要申込）

10月20日㈮〔必着〕までに、往復はがきまたはFAXに郵便番号・
住所・氏名・年齢・電話番号・FAX番号を記入して〒271－0092
松戸市松戸2062　子ども読書推進センター 331－1555へ　

おはなしボランティア養成講座〔全5回〕 要申込
日時 内容

① 11/17㈮10:00～12:00、
13:00～15:00 市立図書館・児童奉仕・絵本

② 11/21㈫10:30～12:30

【公開講座】心を育てる絵本の読
み聞かせ　講師白百合女子大学教
授・田島信元氏　定員先着80人

10/1㈰9:30から、電話で同セ
ンター☎331－0077へ

③ 11/22㈬10:00～12:00、
13:00～15:00 読み聞かせの方法

④ 11/24㈮10:00～12:00ま
たは13:00～15:00 実施発表とまとめ

⑤ H30/1/18㈭10:00～12:00 おはなし会をもっと楽しく

里やまボランティア入門講座〔全5回〕要申込

新たに生け垣を設置する費用の一部を助成します 要申込
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腸管出血性大腸菌O157による食中毒が全国で発生しています。



　理由を問わず、住所地の学区と隣接している学区の学校で、安全に徒歩通学できる
範囲の入学したい学校を選べます。
対象市内在住で来春小・中学校に入学する新1年生　手続き11月末頃に届く入学通知
書と学校選択希望票を12月1日㈮～7日㈭（土・日曜除く）に市教育委員会6階会議室
に提出　※詳細は10月以降に配布予定のパンフレットまたは、市教育委員会のホーム
ページをご覧ください。希望者数が受け入れ可能数を超えた場合は公開抽選となります。

　特別な理由があって学区外の学校へ就学を希望する場合は申し立てができます。
申し立ての理由①学区外に転居が決まっている②保護者の就労のため、親戚等に預
けなければならない③昼間、保護者が不在のために保護者の職場に帰宅させなけれ
ばならない④病気等により住所地の学区の学校へ通学が難しい⑤兄または姉と一緒
に通学させたい　※②③は小学校入学児童が対象。 手続き10月上旬から、理由を証
明する書類、印鑑、入学通知書（届いている場合）を持参し、直接学務課で

※住所地の学区の学校へ入学を希望する場合は、手続きの必要はありません。
※市外から転入する新入生は、学務課へお問い合わせください。
※就学相談等は、教育研究所（☎366－7461）で受け付けています。

来春新入学する小・中学校が選べます
学校選択制

学区外就学申し立て

問学務課☎366－7457

入学通知書が届いてから入学説明会までの流れ

学区外の学校に入学を希望 住
所
地
の
学
区
の
学
校
に
入
学
を
希
望

新入学予定児童・生徒 ※入学通知書は11月末頃に発送

申し立ての理由に該当しない場合申し立ての理由に該当する場合

「学区外就学申し立て」を利用
◎10月上旬より随時受け付け

「学区外就学申立書」を学務課
に申請
≪持参するもの≫
◦理由を証明する書類
◦印鑑
◦入学通知書（届いている場合）

◎12月1日㈮～7日㈭（土･
日曜を除く）に「学校選択希
望票」と「入学通知書」を市教
育委員会6階会議室に提出
※期間外は受け付けできま
せん。

希望者数≦受入可能数　　希望者数＞受入可能数

公開抽選

当選しなかった人

 入学説明会（1月中旬～2月下旬予定）

当選した人

抽選会場または教育委員会
ホームページで結果を発表

希望した学校への
入学通知書を再発送

住所地の学区の学校への
入学通知書を再発送

※日程等は入学する学校に
　直接お問い合わせください。

入園手続きの流れ

園名 所在地
保育時間

（通常・延長
時間も含む）

長期休暇中の
預かり保育

預かり保育料
助成制度

（詳細は下記）
電話番号

1 聖ミカエル幼稚園 松戸1126 8:00～18:00 8:00～18:00 あり 362－0484
2 清風幼稚園 馬橋2547 ㈪㈫㈭㈮

9:00～15:00 － － 341－2469

3 矢切幼稚園 下矢切140 ㈪㈫㈭㈮
8:00～16:00 － － 362－4586

4 常盤平幼稚園 常盤平2の21 8:20～17:00 － － 387－5724
5 東漸寺幼稚園 小金359 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 347－8001
6 ひので幼稚園 常盤平7の18の2 8:00～19:00 － － 387－7578
7 みやこ幼稚園 松戸新田516 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 367－3101

8 栴
せ ん

檀
だ ん

幼稚園 認
（松戸認定子ども園）

常盤平2の31の2 7:00～19:00 7:00～19:00 － 387－0875

9 高木幼稚園 五香8の1の9 8:30～18:00 9:00～17:00 － 387－4809
10 あさひ幼稚園 五香西1の19の2 7:45～17:15 8:00～17:00 － 387－6254
11 北部幼稚園 根本190 8:00～18:00 9:30～18:00 － 367－3121
12 高塚わかば幼稚園 高塚新田144 ㈪㈫㈭㈮

8:00～16:00 － － 392－2681
13 聖徳大学附属幼稚園 岩瀬550 7:00～19:00 7:00～19:00 あり 368－6135
14 二

ふ

三
み

ケ
が

丘
お か

幼稚園 二ツ木1692 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 341－4548
15 松戸みどり幼稚園 仲井町1の32の1 9:15～16:50 9:00～17:00 － 362－6761
16 むつみ幼稚園 六高台3の50 8:00～18:00 8:30～18:00 － 387－1706
17 さつき幼稚園 金ヶ作145の１ 8:30～17:00 － － 710－0181
18 大勝院幼稚園 大谷口143 7:45～18:00 8:00～18:00 あり 344－2100
19 いわさき幼稚園 西馬橋2の6の23 8:45～17:00 9:00～12:00 － 342－8706
20 松戸いずみ幼稚園 上本郷2794 8:20～17:00 － － 363－3289
21 北松戸さつき幼稚園 北松戸3の6 8:00～18:00 8:00～18:00 － 362－1748
22 八

は っ

照
しょう

幼稚園 八ケ崎1032の1 8:30～14:40 － － 341－1192
23 千駄堀栴

せ ん

檀
だ ん

幼稚園 千駄堀1865 9:00～19:00 9:00～19:00 － 341－6882
24 本源寺幼稚園 大橋766 7:45～17:30 － － 391－8592
25 みやおか幼稚園 小金原3の11 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 341－6563
26 聖徳大学附属第二幼稚園 小金原7の14 7:00～19:00 7:00～19:00 あり 341－6598
27 さかえ幼稚園 栄町4の252 8:30～17:00 － － 361－0532
28 まるやま幼稚園 大橋372 7:30～18:30 7:30～18:30 あり 330－8555
29 明和幼稚園 稔台2の35の10 7:30～19:30 7:30～19:30 あり 363－4012
30 高塚幼稚園 高塚新田295の3 7:20～18:30 7:00～18:30 あり 392－6955
31 八柱幼稚園 千駄堀1485の15 7:30～19:00 7:30～19:00 あり 385－2558

32 牧の原栴
せ ん

檀
だ ん

幼稚園 認
（東京認定こども園）

牧の原2の5 7:00～19:00 7:00～19:00 － 385－0907

33 金ケ作幼稚園 金ケ作306の66 9:00～16:30 － － 385－3050
34 かきのき幼稚園 三矢小台5の13の4 9:30～16:00 － － 365－5656
35 北丘幼稚園 五香7の19の1 9:40～17:30 － － 385－4335
36 新松戸幼稚園 新松戸3の256 7:30～18:45 7:30～18:45 あり 344－4199
37 第二かきのき幼稚園 新松戸5の191 8:45～17:00 － － 345－4722
38 専修大学松戸幼稚園 上本郷2の3621 9:00～17:30 9:00～12:00 － 365－1821
39 いわさき第二幼稚園 旭町2の300 8:45～17:00 9:00～12:00 － 346－3164
40 はなみずきこども園 認 常盤平３の25の2 8:30～17:30 8:30～17:30 － 383－8731
41 耀

かがや

きの森幼児舎 認 紙敷1080の1 8:00～18:00 8:00～18:00 － 710－0002
42 野菊野こども園 認 野菊野5 8:30～17:30 8:30～17:30 － 365－8385

認 認定こども園、 施設型給付を受ける幼稚園

願書配布10月15日㈰から
願書・入園受付11月1日㈬から

 問幼児保育課☎366－7351

園を選択

手続き・
保育料等

幼稚園

保育料は
各園が
定めます
※助成金
(就園奨励
費）が市か
ら交 付さ
れます。

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

支給認定の手続き
　園を通して松戸
市に申請し、「支
給認定証」が発行
されます。保育料
等は所得に応じて
市が定めます

入園申込 希望する各園に直接申し込んでくだ
さい（各園による選考があります）

幼稚園
入園案内
 が始まります

平成30年度

　幼稚園の預かり保育を利用した場合の就園奨励費を差し引いた負担額と、保育所（園）に入所し延長保育
利用料を負担した額がほぼ同じになるよう、差額について月額で上限25,000円まで助成します。
対象①保護者・幼稚園児ともに市内に住民登録をしている②助成対象幼稚園に在園し、預かり保育を利用し
ている③保護者の就労（月に56時間以上）等により子どもの保育を必要としている　※詳細は市ホームペー
ジまたは幼児保育課へお問い合わせください。

　募集・願書、預かり保育等
の詳細は各幼稚園にお問い合
わせください。
　松戸市私立幼稚園連合会の
ホームページもご覧ください。 同連合会

ホームページ

保育所の利用料金とほぼ同額に！

※通常の保育時間はおおむね9時～14時
（園により異なります）。

私立幼稚園預かり保育料
助成制度をご活用ください

「学校選択制」を利用
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食肉等は十分加熱するなど、注意しましょう。　問健康福祉政策課☎704－0055



◆松戸市文化祭オープニングセ
レモニー“一日文化祭”
10/1㈰13:00
松戸市文化団体連盟・加藤☎

080－5435－2337
◆“もったいない”を考えよう!
松尾貴

たか

臣
おみ

氏トーク&ライブ
10/7㈯14:00
行政経営課☎366－7311

◆歌謡スタジオ「歌練」歌謡祭
10/9㈷9:50
同スタジオ☎394－2223

◆松戸市職員文化祭
10/12㈭18:00
自治労松戸市職員組合（要申

込）☎365－0077
◆「美

み

宙
ゆう

」朗読発表会
10/14㈯13:00
金子☎384－0644

◆（公社）松戸歯科医師会主催
市民公開講座
10/15㈰10:00
同会（要申込）☎368－3553

◆松戸児童合唱団定期演奏会
10/15㈰15:00
松本☎080－3644－1710

◆松戸童謡の会童謡コンサート　
★
10/18㈬13:30
鈴木☎343－6631

◆松戸市文化祭大正琴ミュージッ
クコンサートin東葛
10/20㈮13:00
大正琴連盟・小島☎388－4574

◆小林さやか　ビリギャル本人に
よるメッセージ　誰だって原石
10/28㈯18:30
松戸法人会事務局☎362－4201

◆ピティナピアノステップ
10/29㈰10:30
江本☎384－9181

◆松戸一日吹奏楽団ミニコンサート
10/8㈰16:00
生涯学習推進課☎367－7810

◆松戸市国際文化祭
10/14㈯13:00
松戸市国際交流協会☎366－

7310
◆フロール・de・松戸・セレージャ
ショー
10/22㈰14:00
同会・松井☎090－4725－

0965
◆松戸市特別支援学級合同学芸
発表会
10/28㈯11:00
河原塚中学校・泉

せん

水
すい

☎391－
6161
◆松戸市文化祭（馬橋芸能連合会）
10/29㈰10:00
同会・松澤☎343－2123

◆吉崎さとしソロコンサート2017
～リ・スタート
10/26㈭19:00
会場小ホール　費用全席指定A
席3,000円（当日3,500円、高校

●軽スポーツ教室（カローリング
他）
10/14㈯9:00～12:00　会場寒風
台小学校　 内田☎364－8920
●カローリング教室
10/15㈰9:00 ～12:00　会場小
金市民センター　対象小学生以上
堀☎344－1735

●ファミリースポーツ教室
10/22㈰9:00 ～12:00　会場新
松戸西小学校　 宮崎☎346－
4327
●グラウンド・ゴルフ教室
10/22㈰9:00 ～13:00　会場新
松戸西小学校　 矢野☎090－
3107－0348

生以下2,000円）　※同センターで
はA席のみ取り扱い　※小学生
以上有料、未就学児は膝上無料
（発売中）
◆星屑スキャットLIVE2017
（出演：ミッツ・マングローブ他）
11/23㈷17:00
会場小ホール　費用全席指定
5,500円　※未就学児入場不可
（発売中）
◆杉良太郎&伍代夏子　夫

みょうと

婦詩
うた

コ
ンサート
12/1㈮14:00、18:30
会場大ホール　費用全席指定S
席8,000円、A席7,000円、B席
6,000円　※未就学児入場不可
（発売中）

◆①体幹美Body②フィットネスフラ
①10/2㈪・16㈪・30㈪各11:00
～12:00②10/10㈫・24㈫各11:00
～12:15　会場柿ノ木台公園体育
館　対象18歳以上　定員各先着
30人　費用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
10月の①月曜（10/23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　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
10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　定員各先着
30人 費用1回500円　 同体育
館☎341－2242
●インディアカ教室
10/7㈯19:00～21:00　会場大橋
小学校　持ち物上履き、飲み物　
佐藤☎080－5084－7077

舞踏会（社交ダンス・初級者）
㈬17時～19時 小金原市民センター
月1,500円 石田☎090－1542－

5940

新松戸・版画バンバン（木版画）
第1～4㈬13時～16時 青少年会館
月1,000円 2,000円 渡辺☎348

－3919

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。

森のホール21　今月の催し物　　 ☎384－5050
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 日 Da-iCE LIVE TOUR 2017
－NEXT PHASE－　★ 17:00 ディスクガレージ☎050－5533－0888

9 祝
高嶋ちさ子12人のヴァイオリニ
スト「Best Classics Harmony」
★

14:00

Ro-Onチケット☎365
－9960　※車椅子席へ
の問い合わせはMAS
エンターテイメント☎
03－5746－9900へ

15 日 高橋真梨子 Mariko
Takahashi Concert　★ 18:00 ホワイトページ☎03－5570－2803

20 金 大月みやこ・市川由紀乃コン
サート～華の競演～　★

14:30
18:00

ベルワールドミュージッ
ク☎03－3222－7982

22 日
A
ア ニ ソ ン

nisong I
イ チ バ ン

chiban!! JAPAN POP 
CULTURE CARNIVAL2017 
IN MATSUDO　★

17:00
ホットスタッフ・プロモー
ション☎03－5720－
9999

小
ホ
ー
ル

8 日 ピアノ発表会 11:00 西村☎388－5905

12 木 映画「なぜ生きる～蓮如上人と
吉崎炎上」　★

10:30
14:00
18:00 ㈱チューリップ企画☎0120－901－267

13 金 10:30
14:00

14 土 音のゆりかごコンサート　■ 10:00 あおば子育て支援センター☎387－4001

15 日 松戸市文化祭 フラダンスの集
い 13:00 松戸ハワイアンフラ協会・蜷川☎388－7365

20 金 松戸・狂言の夕べ　★ 18:30 Ro-Onチケット☎365－9960

22 日 松戸市文化祭　日本古典舞踊
公演 11:30 松戸日本古典舞踊連盟・安藤☎387－6417

26 木 吉崎さとしソロコンサート2017
★ 19:00 シングオンレコーズ☎080－3176－9314

27 金 ビッグバンドよ永遠に　★ 19:00 川口音楽事務所☎090－2533－7805

28 土 シャンソン・コンセール教室発
表会 15:00 スタジオ・プラス☎389－3958

10月13日㈮に市立病院小児脳神経外
科外来は全休診します
問同病院同外来☎363－2171（内線2101）
在宅医療・介護連携推進講演会「住み
慣れた地域で最期まで暮らすためには」
10月10日㈫14時～15時30分　会場常盤平市民
センター　講師いらはら診療所院長・苛

いら

原
はら

実氏、
訪問看護サボテン所長・長谷川綾子氏　定員先
着100人　費用無料
問介護制度改革課☎366－4101
健康のための講演会
（感染症対策・肺の健康）
要申込
10月14日㈯13時30分から　会場明市民センター
講師市立病院医師他　定員先着100人　費用無料
電話またはFAX、Eメールで氏名・参加人数・
町会名・電話番号を記入して、明第2東地区社会
福祉協議会☎ 360－2122、 akira2higashi@
matsudo-shakyo.comへ
介護施設を巡って
小金散策
10月20日㈮9時東漸寺集合、13時解散　対象市
内在住の65歳以上　定員先着50人　費用無料　
持ち物飲み物・タオル
 電話で小金高齢者いきいき安心センター☎374
－5221へ

患者サロン①オストメイトの集い 、
がん患者・家族②集いの場 ③緩
和ケア教室
10月23日㈪①10時30分～12時②13時30分～15
時30分③14時～15時（13時45分から受け付け）
会場市立病院①②2号館5階会議室③4号館地下1
階会議室　内容①②フリートーキング③医療情
報の選び方　定員各先着15人　費用無料
 ①②のみ電話またはFAXで同病院・がん診療対
策室☎363－2171（内線1667）、 363－1489
健康・かんたん・幸せごはん
～野菜・プラス1～ 要申込
10月24日㈫10時～13時　会場小金保健福祉セ
ンター　定員先着20人　持ち物エプロン・三角
巾・ふきん2枚・筆記用具　費用500円
電話で石橋☎346－0261または小金保健福祉
センター☎346－5601へ
認知症予防教室～仲間づ
くり～〔全3回〕要申込　
10月25日㈬、11月8日㈬・29日㈬各13時30分～
15時30分　会場八ケ崎市民センター　対象馬橋
地域在住の全日程参加できる65歳以上の人　定
員先着30人　費用無料
電話で馬橋高齢者いきいき安心センター☎374
－5533へ
認知症サポーター養成
講座 要申込
10月25日㈬14時～15時30分　会場東部スポー
ツパーク　定員先着30人　費用無料

10月20日㈮までに、電話で東部高齢者いきい
き安心センター☎330－8866へ
健康塾「家族も参加で
きる緩和ケア～ハンド
マッサージ～」要申込
10月25日㈬14時30分～16時　会場東松戸病院
2階大会議室　講師緩和ケア認定看護師・田中静
子他　持ち物タオル　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
食からはじめる健康
セミナー「スリム
アップコース」要申込
①10月26日㈭10時～12時②11月2日㈭10時～
13時　会場中央保健福祉センター　内容講話と
①運動実技②調理実習　対象市内在住の20歳～
59歳　定員各先着30人　持ち物筆記用具①運動
できる服装・バスタオル・タオル・飲み物②エ
プロン・三角巾・ふきん2枚・手拭

ふ

きタオル　※
一時保育あり（2歳以上、おやつ代他200円）。
10月2日㈪9時から、電話で同センター☎366
－7489へ
健康教室（メタボ教室）
要申込
①10月31日㈫②11月8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メタボになったら考えること②口

こう

腔
くう

ケアか
ら始まる健康づくり　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

松戸シニアアンサンブル“アモーレ”
月3回㈪9時30分～12時30分 まつ
ど市民活動サポートセンター他 月
4,000円 1,000円 若園☎342－6523
常盤平女声合唱団（楽器あり）
㈪10時～13時 常盤平市民センタ

ー他 月4,000円 1,000円 平
たいら

☎
318－2955
松戸中央軟式テニスクラブ
第1除く㈰8時～14時 松戸中央公

園庭球場 月2,000円 1,000円
阿部☎090－2655－5956

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

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
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甲状腺超音波検査の費用の一部助成の申し込みは平成30年1月31日㈬までです。　※申込書兼同意書は各保健福祉センター・



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）
※10月は第5月も実施

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4水 東部支所
第1・3金 行政経営課相談コーナー
第2金 ふれあい22

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

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

CMS☎394－5590
チェリッシュ・サポート・システム

☎308－5880
子すずめ☎387－0124
あおば☎387－5456

ドリーム☎070－3935－1230
はなみずき☎710－8070
グレース☎382－6182

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
松戸市消防救急相談 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

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
（予約制）

毎週火～土
（祝日休み） 9:30 ～17:00 松戸商工会議所

別館
まつどサポステ
☎703－8301

無料職業
紹介所

65歳以上
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）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
（予約制）

女性対象 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
男性対象 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 10:00 ～15:00 ゆうまつど（2階） 男女共同参画課

☎364－8778

◆森で楽しむ音楽会（雨天中止）
10/1㈰13時～14時30分 囲いやま

の森（新京成常盤平駅下車） 松戸里や
ま応援団・佐竹☎090－9812－5614
●健康麻雀見学・体験会（中級者以上）
10月の㈪㈬㈭㈮12時～17時 ひまわ

りの会事務所（JR新八柱駅下車） 1,200
円 電話で同会・小林☎070－6436－
3577（昼間のみ）へ
●シルバーショートテニス教室
10月の㈪13時30分～14時50分 柿

ノ木台公園体育館 市内在住の60歳以
上 各先着20人 1回500円 電話で松
戸シルバーテニス連盟・藤井☎366－
3600へ
●健康体操教室
10月の㈫9時20分～10時50分 和名

ケ谷スポーツセンター 50歳以上の女
性 先着5人 1回500円 電話で健康
体操コスモス・樋口☎363－4847へ
●健康体操教室〔全4回〕
10/3～24の㈫13時～15時 柿ノ木

台公園体育館 50歳以上 先着7人
電話で活き活き体操クラブ・関☎361－
2637へ
●健康体操教室
10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
◆司法書士法律相談会
10/4㈬10時～15時 市役所1階連絡

通路 当日会場で 千葉司法書士会松
戸支部☎711－8932
●健康体操教室〔全2回〕
10/4㈬・11㈬各11時～12時30分
小金原体育館 60歳以上 先着5人 電
話でなのはな会・塩田☎344－3564へ
◆お寺でお月見～タイ国の演奏と舞踊～
10/4㈬18時～20時 德

とく

藏
ぞう

院
いん

（日暮5
の270） 先着200人 当日会場で 同
院・飯沼☎090－8949－7140
●詩吟初級講座〔全4回〕
10月の㈭15時～17時 新松戸市民セ

ンター 電話で輝
き

龍
りゅう

会・紺野☎090－
1425－0487へ
◆パソコンお困り解決相談会
①10/6㈮13時～16時②第2～4㈮13

時30分～15時30分 ①アトレ松戸②コ
ミュニティーサロン胡

く る み

桃（JR新松戸駅
下車） 各先着6人 ①50分②2時間各
500円 電話でぱそこん119☎090－
4428－8931へ
◆こころの家族・当事者・ピア相談（秘
密厳守）
第1・3㈯10時～15時　※同日時に電話
でも受け付け（☎383－5551） ふれあ
い22 こころの病を抱える人とその家族
NPO土曜会・福

ふく

良
ら

☎385－7070
●やさしい囲碁（入門・初級）〔全4回〕
10月の㈯13時30分～17時 日本棋

院松戸生涯学習支部（新京成五香駅下車）
2,000円 電話で同支部入門サーク

ル・岩島☎388－3022へ
●囲碁大会（棋力別変則リーグ戦）
10/8㈰9時～17時 常盤平市民セン

ター 昼食あり 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）
◆戸定邸庭園と千葉大学園芸学部の洋風
庭園をめぐる（小雨実施）
10/8㈰9時30分松戸駅西口デッキ集

合、14時解散 飲み物・弁当・敷物・歩
きやすい服装 300円（小学生以下無料）
当日会場で 緑のネットワーク・まつ

ど・高橋☎090－2935－9444
●秋の山野草展示会
10/8㈰10時～16時 常盤平市民セ

ンター ときわ草遊会・嵯
さ

峨
が

☎387－
6776（夜間のみ）
◆盲導犬チャリティーコンサート
10/9㈷12時～15時 松戸駅西口

デッキ 盲導犬を普及させる会☎090－
8003－7790
◆チャリティー銭湯1010
10/10㈫16時～23時 市内5カ所の

公衆浴場 200円（小学生50円） 松
戸市公衆浴場組合☎387－2044

●ギター入門体験（楽器あり）
10/11㈬・18㈬・25㈬①13時～15時

②16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
◆市民公開講座「からだにやさしい外科
手術を目指して」
10/14㈯13時～15時 国立がんセン

ター東病院 先着250人 同講座事務
局☎04－7133－1111
◆お祭囃

ばや

子
し

・獅子舞・神
か ぐ ら

楽・篠笛見学会
①10/14㈯18時～20時②10/16㈪・

23日㈪各9時～11時 ①六実市民セン
ター②六実第二小学校 電話で五香六実
お囃子の会・白石☎387－1522へ
◆小金宿ぶらり市
10/15㈰9時30分～15時 東漸寺

同事務局・山田☎342－2236
●水彩画野外スケッチ研修会
10/17㈫・18㈬・21㈯各10時21世紀

の森と広場パークセンター前集合、12時
解散 グループK・二瓶☎080－1031
－5320（昼間のみ）
◆無料調停相談会
10/21㈯10時～15時 市民会館 当

日会場で 千葉地方・家庭裁判所松戸支
部庶務課☎368－5141
●キッズリズム体操体験会〔全2回〕
10/21㈯・28㈯各16時30分～18時
運動公園他 5歳～小学生 各先着

10人 1回500円 電話で同体操ホップ
アップ・安本☎349－1185へ
◆草木染め体験（マイバンダナ作り）
10/22㈰10時～15時 21世紀の森

と広場森の工芸館 先着15人 1,500
円 FAXで千葉県森林インストラクター
会・井形 043－486－5768へ
●誰でも作れるフライパン・パン
10/24㈫10時～12時45分 まつど

市民活動サポートセンター 初心者
先着25人 800円 電話でまつど塾☎
080－3429－6601へ
◆障害年金無料個別相談会
毎月第4㈫13時30分～16時30分 松

戸商工会議所 NPOみんなでサポート
ちば☎070－1541－7661
●家事家計講習会（保育あり・要申込）
①10/26㈭10時～11時30分②10/31

㈫10時30分～12時 ①市民会館②新松
戸市民センター 筆記用具・電卓 400
円 松戸友の会松戸方面・鬼山☎090
－2443－4704
●三ツ峠ハイキング
10/28㈯5時40分松戸駅集合（10/17

㈫19時から事前説明会） 65歳以下
先着10人 6,000円（交通費） 電話でま
つど山

さん

翠
すい

会
かい

・岡田☎090－7836－8765へ
◆けん玉教室（指導と段級認定）
10/28㈯14時～16時 六実市民セン

ター 電話で昔のあそびと遊ぼう会・白
石☎387－1522へ
◆六実っ子まつり（模擬店・イベント）
10/29㈰9時30分～15時（雨天決行）
六実中央公園・六実市民センター 六

実地区子育て井戸端会議・中野☎090－
9817－8564
●プーク人形劇団「12の月のたき火」
10/29㈰14時～15時25分 中部小

学校 親子ペア2,500円、大人1,800円、
3歳～小学生1,000円（当日券200円増）
電話でNPO子どもっとまつど・駒口

☎344－2272（㈪㈬㈮10時～16時）へ
●やさしい篆

てん

刻
こく

教室
11/1㈬・2㈭各14時～17時 市民会

館 年賀状用の印章の作成 筆記用具
各先着10人 1,000円 電話で百

ひゃく

星
せい

会・溝渕☎387－3902（昼間のみ）へ
●硬式テニス教室①～④初心者⑤初心者
シニア⑥ジュニア
11月～ H30/1月①㈫②㈮③12月～

H30/2月㈪、1月～3月④㈯⑤㈫⑥12月
～ H30/3月㈪㈮㈯のいずれか ①～⑤
栗ケ沢公園⑥金ケ作公園各庭球場 市
内在住①～⑤在勤（⑤は50歳以上）⑥
在学の小学生（㈯は中学生可） 各先着
①②⑤30人③④⑥60人 各10,000円
10/15㈰までに松戸市テニス協会（☎

341－1133）ホームページで
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●広報まつど　2017年（平成 29年）10月1日

市民健康相談室に設置している他、市のホームページからダウンロードできます　問健康推進課健康推進班☎366－7486

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。

まつど景観フォーラム

コンビニ

衣料品店

至 新京成
くぬぎ山駅

至 新京成五香駅

松飛台
十字路

スーパー
交番

至 八柱霊園至 八柱霊園

パレード区間

会場区間

図書館
松飛台分館

至 新京成
くぬぎ山駅

パレード、阿波おどり、ロックソーラン、出店120軒など

※駐車場はありません。

会場「松飛台十字路」交
差点から西300ｍ道路上
問同まつり実行委員会・
　倉田☎389－6777

日時10月15日㈰9時～17時

ぜひ
お越し
ください

松飛台
まつり

　戸定邸でお生まれになった文武氏をお招きして、徳川慶喜の弟・徳川昭武の孫である
宗子氏の生きた時代と思い出を語っていただきます。
日時10月28日㈯14時～14時50分　会場戸定邸表座敷棟　費用戸定邸入館料
問戸定歴史館　☎362－2050

　最後の将軍・徳川慶喜と、フランス帝国最後の皇帝・ナポ
レオン3世。2人は、互いの政権を強化するために協力関係を
築きました。それを象徴するのが、徳川昭武の万博派遣です。
第Ⅲ期では、徳川昭武、渋沢栄一らが残した日記や文書、ゆ
かりの品々から、日仏交流の知られざる側面を紹介します。
会期10月7日㈯～12月24日㈰
問戸定歴史館☎362－2050

第Ⅲ期「徳川昭武の日仏交流」

母・徳川宗
と き

子
こ

が生きた大正・昭和・平成

会場俯瞰 ©Roger-Viollet/
Parisienne de Photographie

松戸徳川家三代目当主・徳川文武氏講演会

1867年パリ万博150周年記念展

講演1  色彩デザインを活
い

かしたまつどの景観まちづくり　
講師㈱カラープランニングセンター代表取締役・田邉学氏
講演2  都心に一番近い田舎 まつど～縁側から見える風景～
講師（一社）松戸市観光協会副会長・石上瑠美子氏
問都市計画課景観・指導班☎366－7372

11月1日㈬から30日㈭の間に、郵送またはEメールに住所・
氏名・電話番号・撮影場所と選んだ理由（最大100字程度）
を記入して、〒271－8588 松戸市役所　都市計画課景観・
指 導 班 mctoshikeikaku@city.matsudo.chiba.jp（☎366
－7372）へ　※写真は1人3点まで（プリントはA4サイズま
で。メール応募は1通につき5MBまで）。 ※応募作品は返却
できません。 ※応募作品は、市の施設等やホームページによ
る紹介を予定しています。

　皆さんの身近に、お気に入りの場所・大事にしたい場所・気持ちが安らぐ場所はありま
せんか。そんな場所の写真にコメントを添えて、ぜひご紹介ください。

「私が好きな松戸の景観スポット」写真・コメントを募集

田邉学氏 石上瑠美子氏

平成28年度応募作品
『矢切ネギ』玉

たま

木
き

俊
しゅん

さん

10月25日㈬ 15時～16時45分（開場14時30分）
会場松戸商工会議所5階大会議室　費用無料

入場無料

　一緒に歌ったり踊ったり、大人も子
どもも楽しめるプログラムです。

10月14日㈯ 10時～15時30分　会場市民会館

世界ふれあいコンサート 
13時～13時40分
　東京藝術大学出身のアーティストたちの演奏をお楽し
みください。
アフリカンエキスプレス「アフリカの風コンサート」
14時～15時30分

見よう! 食べよう! 体験しよう!
松戸で国際交流する一日

松戸市国際文化祭

問 （公財）松戸市国際交流協会（M
み ぃ あ

IEA）☎366－7310

展示・体験コーナー（一部有料）
10時～14時30分
　世界の文化紹介・国際交流団体・
NPO等の活動内容等。 ※記念品がも
らえるスタンプラリーもあります（先
着100人）。

世界のグルメコーナー（有料）
11時～14時30分
　世界各国出身者による自慢の料理が楽しめます! 

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10月生
いつも元気で、ニコニコ笑顔に
癒
いや

されてるよ。
これからもヨロシクね！

小こ

島じ
ま

紬つ
む
ぎ

ち
ゃ
ん

平成29年5月生
予定日ぴったりに生まれま
した。すくすく元気に成長
しています。

平成28年11月生
日々たくましく育ってくれている
君、とても頼もしいです。とびっき
りの笑顔をありがとう。

禮れ
い

ち
ゃ
ん

ひかりちゃん

　今年の夏も終わりましたが、この夏多くの子どもたち
が大活躍しました。少し紹介させていただきます。
　何と言っても、須

す

﨑
さ き

優
ゆ

衣
い

さん。8月にパリで行われた
「レスリング世界選手権」において、見事金メダルを獲
得しました。須﨑さんは六実中学校を経て、現在は
JOCエリートアカデミーに所属し練習をしている高校3
年生。お父さんが運動公園体育館でレスリングを指導
している関係で、幼い頃からレスリングを始め、小学生
の時から全国優勝をしていた逸材です。高校生が世界
選手権で優勝したのは、あの五輪4連覇の伊

い

調
ちょう

馨
かおり

選手以
来の快挙だそうです。東京オリンピックの有力な金メダ
ル候補です。皆さんで名前を憶えて、応援しましょう。
　また、陸上競技では、第五中学校1年生のハッサン・ナ
ワールさんが「全日本中学校陸上競技選手権大会」の女
子200mで見事優勝しました。100mでは惜しくも準優勝
でしたが、中学1年生での優勝は大会初の快挙だそうで
す。ご両親はガーナ人で、本人は松戸生まれです。まだ
中学1年生ですから、東京オリンピックに間に合わないか
もしれませんが大変な逸材です。大いに期待しましょう。
　毎年活躍している小金中学校の科学部。7月に行われ
た「ロボカップ世界大会」の19歳以下のクラスに出場し、
パフォーマンス部門で見事世界一に輝きました。ミスが
無かったこと、全部のロボットが2分間動き続けたこと
などが、高く評価されたそうです。
　第六中学校の小

こ

栁
やなぎ

和
か ず

季
き

さんが「世界青少年発明工夫
展2017」で銅メダルを獲得しました。テーマは「夏の
大三角形を探せ～松戸プラネタリウム」でした。
　音楽関係では、吹奏楽コンクールA部門で第四中学
校と小金中学校が全国大会へ、B部門で第六中学校が
東日本大会への出場を決めています。合唱コンクール
では、第一中学校と第四中学校が関東大会へ進出し、
それぞれ全国大会出場を狙っています。
　皆さんとても素晴らしい。輝いています。これからも
頑張ってください。

世界・日本を舞台に
中学・高校生が大活躍

人口と世帯（平成29年9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 488,176 人 〔 +31 〕 男 242,856 人〔 + 41〕
世帯 222,398 世帯 〔 +89 〕 女 245,320 人〔 △10〕

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

2017.10.1
（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
ほん

郷
ごう

谷
や

 健
けん

次
じ

078




