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今回の開通区間

タイムトンネルを抜けて、未来の空間にワープしよう！
5月12日㈯10時～16時（最終入場15時）　会場東京外かく環状道路松戸
インターチェンジ付近（北総線矢切駅下車徒歩10分）　※駐車場はありま
せん。公共交通機関をご利用ください。 内容光と音、科学による幻想空
間を歩こう！未来トンネル、オリンピック・パラリンピック交流＆ラグ
ビー体験・エア遊具、コンテンツ体験＆展示、大道芸人によるパフォーマ
ンスショー、スーパーカー展示・クラシックカーパレード、ドローン操縦
体験（小・中学生対象、先着200人）、飲食物の販売　費用無料
問	同IC開通記念イベント実行委員会事務局（（一社）松戸市観光協会）
 ☎703－1100、都市計画課☎366－7372

問国土交通省関東地方整備局首都国道事務所☎362－4111
　東日本高速道路㈱関東支社☎048－631－0222
　都市計画課☎366－7372

　東京外かく環状道路（外環道）の三郷南インター
チェンジ（IC）～高

こ う

谷
や

ジャンクション（JCT）間が6月2
日㈯に開通します。今回の開通により湾岸エリア・
関東各地へのアクセス性の向上、 地域経済の活性
化、外環道沿線地域の渋滞緩和、生活道路の安全
性の向上が期待されます。

開通区間の概要
区間①東京外環自動車道：三郷南IC
～高谷JCT②国道298号：国道6号

（上矢切）～国道357号（市川市高谷）
延長距離①15.5km②11.4km
開通IC・JCT三郷南IC、松戸IC、市
川北IC、市川中央IC、京葉JCT、市
川南IC、高谷JCT
車線数①②各4車線（片側2車線）

湾岸エリア・関東各地へのアクセス性と物流の生産性が向上
　今回の開通で関越道・東北道・常磐道・京葉道路・首都高湾岸線・
東関東道が接続し、都心を通ることなく相互の路線を行き来できるよ
うになります。さらに松戸市から浦安市舞浜までの所要時間が70分
から40分程度に短縮、三郷JCTから高谷JCTまでの所要時間は43分
から17分程度に短縮されます。

外環道沿線地域の渋滞緩和・生活道路
の安全性の向上
　松戸・市川間では初となる4車線道路（国
道298号）も開通。沿線地域の渋滞緩和に加
え、生活道路への迂

う

回
か い

流入が減ることで、通
学路等の安全性の向上が見込まれます。

 開通でもっと便利に・安全に

MATSUDO DAN DAN HIGHWAY
東京外かん 松戸インターチェンジ開通プレイベント
～未来につながる外環をみんなで楽しもう～
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松戸市初の高速道路

松戸インターチェンジ

外環道松戸インターチェンジ
6月2日㈯開通
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同時開催 GAIKANサイクリング
時間10時から　定員先着1,500人
問千葉日報社東京支社☎03－3545－1261

※ 松戸ICは千葉・浦安
方面への入口、 千葉・
浦安方面からの出口の
ハーフインターチェン
ジです。

詳細・申し込みは
こちらから
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●6月10日㈰は松戸市長選挙の投票日です
●住宅耐震診断・改修費用を補助します
●江戸川松戸フラワーライン春の花まつり
●東松戸ゆいの花公園「結いの花フェスタ」
●がん検診、高齢者の肺炎球菌感染症予防接種



★ペイジー対応金融機関（順不同）
千葉銀行・京葉銀行・千葉興業銀行・みずほ銀行・三井住友
銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行・ゆうちょ銀行

　返還された墓地を再公募します。
募集区画35区画（芝生墓地15区画、普通墓地20区画）　※募集区画数は、
今後の墓地返還状況により変更となる場合があります。 対象以下の全て
に該当する人●市内に平成29年5月8日以前から継続して居住●自宅に
遺骨を持っている、一時収蔵施設に遺骨を預けている、または改葬でき
る遺骨がある（分骨での申し込みは不可）●申込者が申込遺骨の配偶者、
3親等以内の血族・姻族●申込者が祭祀の主宰者　申込用紙5月7日㈪か
ら9月28日㈮の間に、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
9月28日㈮〔消印有効〕までに、 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　

平成30年度市民税・県民税納税通知書の発送日

市民税・県民税の申告はお済みですか
　平成29年中に所得がなかった人でも、市内在住者の扶養に入っていな
い場合は申告が必要です。申告していない場合、国民健康保険料や介護
保険料等が正しく計算されないことがあります。また、住民税証明書を
発行することができません。 ※所得税の確定申告をした人は、市民税・
県民税の申告は不要です。

①口座振替依頼書による申請
申請窓口市指定金融機関窓口
持ち物国民健康保険料の納付書（国民健康保険証や納入通知書でも
可）、預金通帳、 通帳届け出印　
※備え付けの「口座振替依頼書」に必要事項を記入して窓口へ。依頼
書を提出した月の2カ月後から口座振替が開始されます。

②ペイジー口座振替受付サービスによる申請
申請窓口国民健康保険課・各支所窓口
持ち物ペイジー対応金融機関（★）のキャッシュカード、本人確認書
類（運転免許証等）
注意点●行政サービスセンターでは申請できません  ●キャッシュ
カードの名義人本人が申請窓口に来た場合に限ります  ●静脈認証
付きカード等セキュリティーが高く設定されているカードは対応し
ていません
※5月31日㈭までに、ペイジーにより申請した場合は、平成30年度
第1期（7月2日㈪）から口座振替が開始されます。

委嘱期間平成31年3月31日まで　業務内容未納者の納付指導、実態
調査　応募資格40歳～64歳　募集人数若干名　審査方法書類審査、
個人面談（後日連絡）　※詳細はお問い合わせください。
 公共職業安定所（ハローワーク）を通して申し込み

　自動車税の納期限は5月31日㈭です。5月上旬に自動車税事務所から自
動車税納税通知書が送付されます。金融機関やコンビニエンスストアな
どで納期内に納めましょう。
自動車税の納付はペイジーで！
　パソコンやスマートフォン・携帯電話、金融機関設置のATMから納付
することができます。詳細は、自動車税納税通知書に同封のしおりをご
覧ください。
問県自動車税事務所☎043－243－2721、松戸県税事務所☎361－2193

投票時間7時～20時
投票できる人平成12年6月11日までに
生まれ、平成30年3月2日までに松戸市に
転入の届け出をし、引き続き居住している人で、松戸市の選挙人名簿に
登録されている人

音声版選挙公報を配布します 要申込
　選挙管理委員会では、松戸朗読奉仕会の協力を得て、視覚障がい者を
対象に、立候補者の政見・経歴などを掲載した選挙公報を音声化したCD
を無料で配布します。
 5月31日㈭までに、電話でふれあい22☎383－7111へ
※音声版選挙公報は、6月7日㈭までに市ホームページで公開します。

松戸市営白井聖地公園の
墓地使用者を募集します 要申込自動車税は5月31日㈭までに

納めましょう

松戸市長選挙
の投票日です
問選挙管理委員会事務局☎366－7386

問市民税課☎366－7322

問同課収納担当室☎366－7299

徴収の種類 発送日 住民税証明書
発行日

給与からの特別徴収対象者　※事業所宛
てに発送します 5/15㈫ 5/15㈫

65歳未満の普通徴収対象者 6/  1㈮
6/  1㈮65歳以上の普通徴収または年金特別徴収

対象者 6/11㈪

※給与からの特別徴収分と普通徴収分の両方がある人は、6月1日㈮から
住民税証明書の発行が可能です。

国民健康保険料の支払いは、
原則口座振替でお願いします

国民健康保険料収納指導員
（非常勤嘱託員）募集

国民健康保険課からのお知らせ
明るい選挙
キャラクター・
選挙の
めいすいくん

に

選挙
めいすいくん

市民税・県民税のお知らせ

 6月10日㈰は

5月は消費者月間です ともに築こう豊かな消費社会～誰一人取り残さない～   問消費生活課
  　☎366－7329

弁護士による消費者問題無料相談会（6市合同）要申込

時間10時～16時　対象借金問題、出会い系サイト、金融商品などの消費者問
題でお悩みの人　定員各先着12人
 5月2日㈬から、電話で各申し込み先へ

日程 会場 申し込み先
5/12㈯ 我孫子市消費生活センター 同センター☎04－7185－1469
5/14 ㈪ 松戸市消費生活センター 同センター☎366－7329
5/15㈫ 流山市消費生活センター 同センター☎04－7158－0999
5/16㈬ 野田市役所市民相談室 野田市消費生活センター☎04－7123－1084
5/17㈭ 鎌ケ谷市消費生活センター 同センター☎047－445－1240
5/19㈯ 柏市消費生活センター 同センター☎04－7163－5853

消費者トラブルに巻き込まれたらすぐ相談を！
　商品、サービス、契約トラブルなど、困ったときは
消費生活センターに相談してください。
問消費生活センター相談専用ダイヤル☎365－6565

悪質商法の未然防止！悪質商法の手口等を
紹介するパネル展示・パンフレット配布
期間5月31日㈭まで　会場市役所新館1階連絡通路

2 広報まつどは色覚の個人差を問わず、より多くの人が見やすいよう、

●広報まつど　2018年（平成 30年）5月1日



マンション耐震診断木造住宅耐震診断・耐震改修

木造住宅耐震改修リフォーム工事
　補助金の申請については、契
約前に、建築指導課・住宅政策
課にお問い合わせください。

問建築指導課☎366－7368 問建築指導課☎366－7368

問住宅政策課☎366－7366

　行政相談委員は、総務大臣から委嘱され、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・要望等、
または福祉・道路・役所に対する困りごとを受け、行政機関への橋渡
しをしています。相談は無料で、秘密は厳守されます。

　平成29年度に実施された松戸市協働事
業、市民活動助成事業を実施した成果を報
告します。事業内容などの詳細は、市ホー
ムページをご覧ください。
日時5月13日㈰①10時50分から②③13時
から　会場ゆうまつど

行政相談委員瀧
た き

田
た

泰
や す

子
こ

（上本郷）、小
お

山
や ま

文
ふ み

志
し

（小金原）、後
ご

藤
と う

淳
あ つ

子
こ

（新松
戸）、豊

と よ

田
だ

壽
ひ さ

一
か ず

（三ケ月）、藪
や ぶ

田
た

京
きょう

子
こ

（新松戸南）、吉
よ し

野
の

孝
た か

道
み ち

（千駄堀）、
和
わ

田
だ

泰
や す

彦
ひ こ

（松戸新田）

お気軽に
ご相談
ください

雨どい取付型雨どい取付型雨水貯留
タンクを設置しませんか

　河川等への雨水の集中的な流出の抑制や水資源
を有効に活用するため、「雨どい取付型雨水貯留タ
ンク設置事業補助金」を支給しています。詳細はお
問い合わせください。 ※補助金申請前に設置・購
入した雨水貯留タンクは補助対象外です。

問河川清流課☎366－7359

水害軽減水害軽減にご協力ください
　短時間に多量の雨が降ったときには、河川や水路等の水位が急激に増
え、浸水等を引き起こすことがあります。雨水貯留タンクの設置による
水害の軽減にご協力ください。

水害を軽減！

平成29年度  協働事業、市民活動助成事業の事業成果報告会

各事業の紹介

　上記の木造住宅耐震改修とリフォーム工事を併せて行う場合、リフォーム工事の費用の一部を補助します。
補助金額リフォーム工事費の10分の1以内（限度額30万円）　対象先着20戸（予定）   申請時期上記の木造住
宅耐震改修費用の補助を建築指導課に申請する時と同時

申請期間  5月7日㈪～11月30日㈮
耐震診断  補助金額診断費用の3分の2以内（限度額5万円）  対象先着40戸
耐震改修  補助金額❶改修工事に係る設計費の3分の1以内（限度額5万円）

❷耐震改修工事費および工事監理費の3分の1以内（限度額50
万円）   対象先着20戸

申請の主な条件
1.対象となる木造住宅以下の全てを満たしていること①市内にある平成
12年5月31日以前に建築または着工された一戸建て住宅または併用住宅
②主要構造部が木造在来軸組工法の2階建て以下の住宅③耐震診断の結
果、耐震補強が必要とされる住宅他　※①②は診断・改修共通、③は改修
のみ。
2.対象者●木造住宅を所有し、かつ居住している市民●市税の滞納がない
●その他（対象となる木造住宅に改修後5年間居住する等）
3.木造住宅耐震診断士に依頼が必要です
　診断・改修の補助金を受けるには、松戸市に登録された木
造住宅耐震診断士に耐震診断および補強設計・工事監理を依
頼する必要があります。木造住宅耐震診断士名簿は市ホーム
ページや建築指導課・各支所窓口等で閲覧できます。
4.対象工事耐震改修工事部分

申請期間  5月7日㈪～9月28日㈮
予備診断  補助金額診断費用の3分の2以内（限度額5万円）
 対象先着1棟　
本診断  補助金額診断費用の3分の2以内（限度額100万円） 

 対象先着1棟
申請の主な条件
1.対象となるマンション以下の全てを満たしていること●市内
にある昭和56年5月31日以前に着工されたマンション●地上
3階以上かつ延べ面積1,000㎡以上●鉄筋コンクリート造、鉄
骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造の分譲マンション●その他
2.対象者集会において、耐震診断を行うことや補助金交付申請
をすることの決議を得ている当該マンションの管理組合
3.マンション耐震診断士の要件以下の全てを満たしている人
●一級建築士で、一級建築士事務所に所属している●（一社）日
本建築構造技術者協会の建築構造士登録証、構造設計一級建築
士証の交付を受けたまたは過去5年以
内にマンションの耐震診断を行った経
験がある●木造以外の耐震診断に関す
る講習会を修了している

日時毎月第2・4月曜13時～16時　会場市役所本館2階相談コーナー
相談例…国道の交差点に標識を設置してほしい
問広報広聴課広聴担当室☎366－1162

「行政相談」開設のご案内

①協働事業
団体名（担当課） 事業名

栗ケ沢中学校地域防災委員会
（危機管理課） 地域連携自主防災事業

NPOまつどNPO協議会（市民自
治課）

協働のまちづくり啓発事
業

だいすき松戸！子どもフェス
ティバル実行委員会（青少年会
館）

子どもたちがつくる青少
年会館居場所事業

まつど地域ねこ会（環境保全課） 地域ねこ活動推進事業

②市民活動助成事業（スタート助成）
団体名 事業名

浅間台笑劇研究部 笑劇で施設利用高齢者を元気にする事業
まつど一時保育ネットワーク まつどでつながるママぢから事業
子どもの未来を考える会 子どもと高齢者の交流事業
NPO子どもっとまつど なつやすみアートひろば事業
パトラン松戸 パトロールランニング普及事業
介護・認知症の家族と歩む会・松戸「認知症に備える」ための啓発活動事業

NPO M
マ

am
マ

aC
キ ャ ン

an 個々の家族構成・生活スタイルに合った「我が家の災
害マニュアル」を作ろう事業

都市環境デザイン学研究室公共サイ
ン研究会

公共サインの改善で松戸の街並みをレベルアップす
る事業

松戸合唱まちづくり同好会 音楽活動によるまちの活性化事業

数値調理会 「自炊者の常用レシピ～母の味～」を広く市民に配布
する事業

③市民活動助成事業（ステップアップ助成）
団体名 事業名

五番街ふれあいセンター「カレーを食べる会」事業
認定NPO東葛市民後見
人の会

地域を支える安心システムへの取組事業～成年後見人制度の普
及・啓発・利用促進事業「第2弾」～

契約前にお問い合わせを

市ホームページ

問市民自治課☎366－7318

住宅耐震診断・耐震改修の費用を補助します大地震から家族の命や財産を守る大地震から家族の命や財産を守る！！

カラーユニバーサルデザインに配慮して作成しています。　問広報広聴課（広報担当）☎366－7320 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。 は協働事業です。
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用（記載のないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先

掲 示 板
お知らせ

車椅子ご利用のまま市役所本館1階から
3階まで移動できる階段昇降機を設置し
ました
　ご利用の際は、本館1階総合案内（開庁
時間以外は新館地下1階守衛室）へ　※本
館各階のご案内は市ホームページをご覧
ください 財産活用課☎366－7316

第21期まつど国際文化大使募集
任期9月から1年間 市内で開催される
講座やイベントで、外国や日本の文化を
紹介するボランティア 外国人=今後1
年以上の在留資格があり、 自国の文化
を紹介できる人、日本人=過去5年以内
に1年以上滞在した国・地域の文化また
は日本の文化を紹介でき、 同協会に入
会できる人　※自薦他薦を問いません
申込書配布松戸市国際交流協会窓口また
は同協会ホームページからダウンロード
可募集人数約30人選考方法 書類審査、面
談 6/8㈮〔必着〕までに、申込書を直接
または郵送・Eメールで〒271－0073松
戸市小根本7の8京葉ガスF松戸第2ビ
ル5階　（公財）松戸市国際交流協会
offi  ce@miea.or.jp（☎366－7310）へ

消費生活相談員（非常勤）募集
任用期間 7/1～平成31/3/31（週4日程
度、1日7時間、兼業は不可）業務内容相談
対応、消費者啓発講座の講師勤務場所消
費生活センター応募資格以下の全てに該
当する人●消費者安全法第10条の3第1
項に規定する消費生活相談員資格試験に
合格している〔不当景品類及び不当表示
防止法等の一部を改正する等の法律（平
成26年法律第71号）附則第3条の規定
により合格したとみなされた場合を含む〕
●地方公務員法第16条の欠格条項に
該当しない●日本国籍を有する募集人数
1人（面接あり）給与月額185,800円（別
途交通費支給、雇用・社会保険あり）
5/15㈫17時〔必着〕までに、履歴書（写
真貼付）、資格を証明する物の写し、志
望動機（800字以内）を直接または郵送で
〒271－8588松戸市役所　消費生活課
（☎366－7329）へ

文化財整理作業調査員（臨時職員）募集
期間採用日から6カ月以内（条件により
更新あり）勤務時間 ㈪～㈮9時～16時
業務内容発掘調査に伴う報告書刊行業
務、整理作業指導および整理員の管理他
勤務地北部小学校内 以下の全てに該当
する人●大学（考古学専攻）を卒業または
同等の知識・技術を有する●発掘調査お
よび整理作業の経験がある●報告書編
集作業に従事できる募集人数若干名賃金

日給8,400円（別途交通費支給）選考方法
書類審査、 個別面接 発掘調査臨時職
員登録票（指定様式）  ※社会教育課窓口
で配布または市ホームページからダウン
ロード可、履歴書、発掘調査・整理作業歴
（任意様式）を直接または郵送で〒271－
8588松戸市役所　社会教育課文化財班
（☎366－7462）へ

5月の松戸競輪開催日程
本場開催 5/9㈬～11㈮松戸 (FⅠナイ
ター)場外開催 5/1㈫～6㈰平塚・日本選
手権(GⅠ)、5/9㈬～11㈮松阪(FⅠ)、5/12
㈯～15㈫京王閣記念(GⅢ)、5/17㈭～
20㈰名古屋記念(GⅢ)、5/18㈮～20㈰
別府(FⅠナイター)、5/21㈪～23㈬前橋(F
Ⅰ）、広島(FⅠ)、5/26㈯・27㈰青森・全プ
ロ(FⅡ) 公営競技事務所☎362－2181

工業統計調査への回答をお願いします
　5月中旬から6月にかけて、工業統計調
査の調査員が「調査員証」を携行して伺い
ます。ご協力をお願いします 製造業を
営む事業所 調査結果の利用例 国や地方公
共団体の行政施策の基礎資料、企業・大
学での研究資料、小・中学校や高校の教
材など 総務課統計担当☎366－8056

平成30・31年度松戸市入札参加資格審
査申請（随時申請）を受け付けています
受付期間 H31/3/29㈮まで名簿有効期間名
簿登載日からH32/3/31㈫まで 申請方法
ちば電子調達システムを利用した電子申
請で 契約課☎366－1151

河川愛護モニター募集
委嘱期間 7/1㈰から2年間 活動内容江戸
川・坂川の情報を月1回以上報告応募資格
健康で河川愛護に関心があり、上記河川
からおおむね5km以内に居住している20
歳以上手当実費程度 5/18㈮〔必着〕ま
でに、郵送またはFAXで〒278－0005野
田市宮崎134　江戸川河川事務所管理
課 ☎04－7125－7319へ

講座・講演・催し

松戸駅西口デッキステージイベント
①フラダンス天国2018イン松戸 5/5
㈷・6㈰各11時～16時45分②松戸ベリー
ダンスフェスティバル 5/12㈯13時～
16時③盲導犬チャリティーコンサート
5/13㈰10時～15時④松戸スプリング
ミュージックフェスタ 5/20㈰12時～
17時 松戸駅周辺商業協同組合☎365
－0100

ふれあい教室「朗読をきくかい」
5/9㈬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

（公社）松戸市シルバー人材センター入
会説明会
5/10㈭・25日㈮各10時から シニア

交流センター2階大会議室 市内在住
で健康な60歳以上 筆記用具 同セン
ター☎330－5005

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
5/10㈭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

住宅リフォーム①相談②市民講座
5/12㈯①10時～13時、14時～16時
②13時～14時 二十世紀が丘市民セン
ター 松戸住宅リフォーム相談員協議会
☎365－5252

まつど市民活動サポートセンターの催し
●法人運営ノウハウシリーズ「活動を広
げる資金調達入門～団体運営に必要な
「お金の集め方」教えます！～」 5/19
㈯13時30分～15時30分 同センター
長・阿部剛氏 先着15人●広報宣伝力
UPシリーズ「Webやちらしで映える写
真の撮りかた、編集のしかた～基本編
～」 5/19㈯16時～18時 NPOまつ
どNPO協議会副理事長・小熊浩典氏
先着15人●行政との協働で街の課題を
解決する実践講座 5/24㈭18時～20
時30分、6/2㈯・16㈯各13時30分～16
時30分 同センター長・阿部剛氏 行
政との協働で市民活動に取り組みたい
人 先着20人●まちづくりキーパーソ
ン養成講座～初回オープン講座「子育て
で孤立しない地域のつくり方」～〔全6回〕
5/27㈰～9/16㈰13時30分～16時

30分 NPOこまちぷらす代表理事・森
祐美子氏 今後地域やNPO活動に取り
組んでみたい人、団体を活性化するた
めに学びたい人 先着30人　※初回の
み一時保育あり、6カ月以上、若干名、要
申込 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

ひったくり撲滅を目指し「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（その場で取り付け、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 5/15㈫10時～10時30分 西
ノ下公園（西馬橋幸町9）、小金公園（小金
きよしケ丘2の12の1） 各先着100人

市民安全課☎366－7285

安い！早い！キレイに仕上がるチラシ
や資料の印刷術
5/16㈬10時～12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
センター長・阿部剛氏 市民活動やNPO
活動をしている人 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

市長室ギャラリーを公開します
　松戸美術会、 松戸市書道展運営委員
会、松戸華道協会の協力により、市長室
に展示している市民の皆さんの絵画、書
道作品、 生け花を公開します 5/16㈬
12時～15時 市役所新館5階市長室
秘書課☎366－7303

馬橋東市民センターファミリーコンサート
（金管楽器5重奏）
5/20㈰13時30分～14時30分 同

センター 1人200円（1家族400円）
先着60人 直接または電話で同セン

ター☎346－2055へ

まつどファミリー・サポート・センター提
供会員基礎研修会（育児の援助）〔各全2
回〕
5/24㈭・25㈮、7/10㈫・11㈬各9時

30分～16時30分 ゆうまつど 電話
で同センター☎330－2941へ

ビジネス英語講座〔全5回〕
6/9～7/7の㈯14時～15時30分

文化ホール J
ジ ャ ッ キ ー

ackie L
ル ー

ou N
ニ エ ベ ス

ieves氏
英検準2級以上　※講座は全て英語で行
います 先着20人（会員優先） 6,000円
（会員5,000円） 電話で（公財）松戸市
国際交流協会☎366－7310へ

会 議

教育委員会会議
5/10㈭9時から 京葉ガスF松戸ビ

ル5階会議室（傍聴は8時30分から受け
付け） 教育企画課☎366－7455

少年センター運営協議会
5/25㈮14時から 市民会館傍聴定員
先着5人 子どもわかもの課少年セン
ター☎366－7464

第1回（仮称）松戸市リサイクルプラザ事
業者選考委員会
5/9㈬9時40分から 市役所議会棟2

階第3委員会室傍聴定員 先着5人 廃棄
物対策課清掃施設担当室☎366－7335

時間①②⑤⑫各9時～12時③④⑥～⑪各13時～16時　会場シニア交流セ
ンター（①～⑦は常盤平市民センター）　対象40歳以上　費用①～⑧⑪⑫各
4,000円⑨⑩各8,000円（別途教材費各500円程度）

コース 日程
①スマホの選び方 6/12㈫
②スマホ入門 6/14㈭
③スマホ・アプリ 6/19㈫
④タブレット（iPad）入門 6/14㈭
⑤タブレット（iPad）実用 6/28㈭
⑥Wi-Fiの基本・活用 6/28㈭
⑦LINE 6/12㈫
⑧パソコン入門 6/  5㈫
⑨Word基礎〔全2回〕 6/  6㈬・13㈬
⑩Excel基礎〔全2回〕 6/20㈬・27㈬
⑪Windows10の操作 6/  7㈭
⑫個人授業 6/  5㈫

申5月23日㈬〔必着〕まで
に、はがきまたはFAXに
住所・氏名・年齢・電話番
号・希望コースを記入し
て、〒271－0043松戸
市旭町1の174　（公社）
松戸市シルバー人材セン
タースマホ・パソコン教
室係 330－5008（☎
330－5005）へ

スマホ・パソコン教室 要申込シルバー人材
センター

5月16日㈬12時15分～12時45分（11
時30分開場）　会場市役所市議会議場
曲目ヴァイオリン・ソナタ イ長調より（セ
ザール・フランク）、ツィガーヌ（モーリ
ス・ラヴェル）他　演奏者渡来さやか氏
（ヴァイオリン）、中村美雪氏（ピアノ）
定員先着150人（自由席、議場内保育ス
ペースもあります）
申当日会場で
問生涯学習推進課☎367－7810（演目）、　市議会事務局☎366－7381（会場）

過去のシティー・ミニコンサートの様子

4 広報まつどは色覚の個人差を問わず、より多くの人が見やすいよう、
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女 性 活 躍 推 進 講 座女 性 活 躍 推 進 講 座

　法改正に伴うこれからの
「働き方」の流れや、どのよ
うに働いていくのがよいの
かを一緒に考えませんか。

日時5月30日㈬10時～12時　会場ゆうまつど　内容130万円の壁、働き方と適用される社会保険、労働契約法無期
転換ルールなど　講師アスミル社会保険労務士事務所代表・櫻井好美氏　対象市内在住の女性　定員先着
30人　費用無料　※一時預かりあり（6カ月～小学2年生、先着8人、要申込）。
電話・FAXまたは申し込みフォームに住所・氏名・電話番号・一時預かりの希望の有無を記入して、

男女共同参画課☎364－8778、 364－7888へ　 申し込みフォーム

女性の働き方を考えよう！～パート就労のこれからについて～

日時 会場（駐車場はありません）
5/  8㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
5/15㈫11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・システム（野菊野こども園内）
5/18㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
5/23㈬10:30～11:00 E-こどもの森　ほっとるーむ新松戸
5/24㈭10:30～11:00 矢切公民館
5/25㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
5/25㈮11:20～11:50 根木内こども館（晴香園内）
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～

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

5月3日㈷・4日㈷・8日㈫・10日㈭・15日㈫・18日㈮・22日㈫・24日㈭・
25日㈮・29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
5月11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

時間15時30分～16時　対象幼児～小学生と保護者

日程 会場
5/22㈫ 小金市民センター（分館内）

5/24㈭ 和名ケ谷スポーツセンター
（分館内）

5/25㈮ 新松戸市民センター

市民センターおはなし会
日程 会場
5/11㈮ 明市民センター
5/15㈫ 小金原市民センター
5/16㈬ 東部スポーツパーク
5/18㈮ 五香市民センター

問同館☎368－1237

市民会館プラネタリウム室
NAOKO SPACE PLANETARIUM

申し込みフォーム

 キッズ・デー★こどもの日特別投影
5月5日㈷・6日㈰各11時、13時30分、14時30分、
15時30分（1回約20分）　
内容春の星空紹介と星座にまつわる楽しいものがたり　
※先着200人に特製シールをプレゼント。

 5月のキッズ＆ジュニアアワー

 おとめ座のおはなし
5月27日㈰までの土・日曜、祝日各13時30分、14時30分（1回約20分）
内容子ども向けのやさしい星のお話

  5月の新番組

 ずらりとならぶ惑星たち～金木土火たまに月～
5月27日㈰までの土・日曜、祝日各10時30分（文字解説付き）、15時30
分（1回約40分）
内容宵の空に次々にのぼってくる惑星たちを紹介　

定員各先着80人　費用50円（中学生以下無料）
 投影開始30分前から同館2階で受け付け

5月①26日㈯②27日㈰各10時～16時（昼休憩あり）　会場松戸観光案内
所　内容①プログラミングを学ぼう！「繰り返し」「条件分岐」「乱数」「変数」
など②オリジナルゲームの開発、プレゼンテーション（作品発表）　講師CA 
Tech Kidsスタッフ　対象全回参加可能でマウス操作ができる市内在住の
小学4年～6年生　定員先着20人　持ち物昼食、飲み物　費用無料
申し込みフォームで
問文化観光国際課
　☎366－7327

申込随時（5月18日㈮までに申し込むと、加入日が4月1日にさかのぼり
ます）　掛け金1人年間100円　加入期間4月1日～平成31年3月31
日　内容小・中学生が学校に行っている間（学校管理下）以外でけがをし
た場合に、けがの程度に応じて見舞金を支給　※交通事故（自転車乗車中
の公道における事故を含む）、風水害、震災等の非常災害によるけがは支
給対象外。
 ●市立小・中学校児童・生徒＝各学校へ●市内在住で、
私立または市外の公立義務教育諸学校へ通学している
児童・生徒＝印鑑、学生証など通っている学校が分かる
物を持参して、直接保健体育課（☎366－7459）へ

　テレビ・雑誌でおなじみの松戸市出身の武田康男氏
が、空の不思議や気象に興味を持ったきっかけなどに
ついて講演します。
日時5月25日㈮10時30分～12時（10時開場）　
会場市民劇場　講師気象予報士・武田康男氏　
定員先着300人　費用無料
 電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

T
テ ッ ク

ech K
キ ッ ズ

ids C
キ ャ ン プ

AMP in MATSUDO
プログラミング教室〔全2回〕要申込

松戸市学童災害共済に加入を 要申込

学校管理下外での事故に備えて

私の空の探求
～松戸で育んだ道～ 要申込

小学校家庭教育
学級合同開級式・
家庭教育講演会

C
サ イ ゲ ー ム ス

ygames P
プ レ ゼ ン ツ

resents

参加
申し込みは
こちらから

 20人限定！ 参加費無料！

空の探検家

武田康男氏

特製シール

カラーユニバーサルデザインに配慮して作成しています。　問広報広聴課（広報担当）☎366－7320 5
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注意事項往復はがき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。連名での申し込みはできま
せん。 ※申し込みフォームから申し込んだ場合は、生涯学習推進課からのメール（ mcsyogaigakusyu-kouza@
city.matsudo.chiba.jp）を受信できるように設定してください。 ※電車・バス等公共交通機関をご利用ください。

「講座サポーター」を募集（成人講座のみ）
内容会場設営、受け付け等の手伝い

申し込みの際に「講座サポーター希望」
と記入

　子育てや家庭教育について学んだり、仲間づくりをするための講座です。生涯学習
推進課の講座に参加した学習団体が、 自ら学んだ成果を講座という形で地域に還元
し、学習の輪がさらに広がることを応援しています。

申し込みフォームで　※一時預かりを希望する人は、子どもの氏名（ふりがな）・性
別・生年月日・食物アレルギーの有無を申し込みフォームに記入。

野球の歴史と文化
〔全3回〕

ファザー牧場「パパの手で絆が深まる
子
コ

ミュニケーション講座」〔全3回〕
ゴールドラッシュ「ママを楽しもう！」〔全3回〕

PPAP「モヤモヤ解消でママもお部屋もスッキリ！メイクでキラキラ☆」
〔全3回〕

日程 内容 講師
5/28㈪ 野球から見える社会文化史 野球文化研究家・塩崎俊一氏
6/  4㈪ 巨人軍と社会学 聖徳大学名誉教授・福

ふく

留
どめ

強
つよし

氏

6/11㈪ 野球離れの原因とプロ野球
のこれから 筑波大学体育系准教授・川村卓

たかし

氏

日程 内容 講師

① 6/  3㈰ 子どもを可
か

愛
わい

く写すた
めの写真講座

ハッピーフォトアン
バサダー・東

し ょ う じ

海林
智
ち

絵
え

氏

② 6/10㈰
イヤイヤ期の子どもと
の 向き合 い 方（アン
ガーマネジメント）

子 育 て アド バ イ
ザー・高

こう

祖
そ

常
とき

子
こ

氏

③ 6/17㈰ 音 楽を介した親 子コ
ミュニケーション

ノルウェー政府認
定音楽療法士・井
上勢

せ

津
つ

氏

日程 内容 講師
① 6/13㈬ 家庭で伝える性教育 子ども家庭相談課職員

② 6/20㈬ リボンレイでネック
ストラップ作り♪

ハワイアンリボンレイイン
ストラクター・宮田まり氏

③ 6/27㈬ ボクササイズでリフ
レッシュ★

オーマイシェイプインストラク
ター・杉山正太郎氏

日程 内容 講師

① 6/14 ㈭
子育てママのためのお金
の話～将来への備えとお
こづかい教育～

ジブラルタ生命㈱職員

② 6/21 ㈭ メイクでキラキラ☆時短
メイク

美容セミナー講師・大
澤典子氏

③ 6/28 ㈭ お部屋も心もスッキリ！
親と子の片づけの仕方

マスターライフオーガナ
イザー・松林奈

な

萌
ほ

子
こ

氏

時間10時～12時　会場市民会館　対象4カ月～3歳
未満の子と父親（家族の参加可）　定員先着15組　持
ち物①カメラ③ヨガマット　費用無料　※②のみ一時
預かりあり（6カ月～未就学児、先着10人、要申込）。

時間10時～12時　会場常盤平
市民センター　持ち物②工作
用ボンド、ハサミ③タオル、ヨ
ガマット、軍手、飲み物　定員
先 着30人　費用②500円　
※一時預かりあり（6カ月～未
就学児、先着5人、要申込）。

時間10時～12時　会場常盤
平体育館　持ち物②メイク道
具、鏡　定員先着30人 費用
無料　※一時預かりあり（6カ
月～未就学児、 先着3人、 要
申込）。

時間13時30分～15時30分
会場文化ホール
定員40人（抽選）　費用無料

成人講座 要申込 　新しい自己の発見と充実した生活、人間関係の広がりを目指した学
習の場として開催しています。

時間13時30分～15時30分
会場文化ホール
定員50人（抽選）　費用無料

外交官の眼から見た
ヨーロッパ（EU）
〔全5回〕

日程 内容 講師
5/25㈮ ヨーロッパとは何か？～ EUの形成、統

合と深化を通じて～ 元ヨルダン特命全権大使・
加藤重信氏6/  1㈮ EUの統合と深化とせめぎ合う分解の動

き～英国の離脱と日本・EUの関係～
6/  8㈮ EC法からEU法へ～その法制度の内容

と仕組み～
青山学院大学名誉教授・
関英昭氏

6/22㈮ チェコ：大国の狭間でたくましく生
きる中東欧の小国 元スロヴェニア特命全権

大使・石
いし

槫
ぐれ

利
とし

光
みつ

氏6/29㈮ スロヴェニア：欧州東西両陣営の中
の歴史的独自性と魅力

市民大学講座 要申込
　現代社会のさまざまなテーマを取り上げ、市内在住の大学教
授などの協力により開催しています。

市民自主企画講座
申し込みフォーム

春の講座
問生涯学習推進課☎367－7810

　地元町会や河川愛護団体、フラワーボランティアの皆さんが育てたポピーのじゅうたんが、
彩りと香りで皆さんをお迎えします。家族で楽しめるさまざまな催しもあります。色とりど
りの草花に囲まれて、さわやかなひとときを過ごしませんか。

会場江戸川河川敷（上葛飾橋下）　内容バザー、川クイズ、模擬店、花の即売、江戸川
の魚の展示、Eボート体験（乗船先着81人、当日受け付け）他　費用無料
問河川清流課☎366－7359

色とりどりの草花に囲まれて
江戸川松戸フラワーライン～春の花まつり2018～

5月20日㈰10時～14時〔雨天中止〕

江
戸
川

▲
北
松
戸

西
口
西
口

東
口

ふ
れ
あ
い
松
戸
川

▲
流
山

根
本

坂
川

JR
常
磐
線

駐
車
場

◀三郷 上葛飾橋

古ケ崎五差路花畑入口

地蔵前
西口消防署

図書館 市民劇場

花畑入口

市民劇場

流山街道

六間川

ま
つ
り
会
場

松
戸
駅

流山街道

◀三郷 上葛飾橋

市民自主企画講座
子どもの一時預かりあり

要申込

5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
進課へ　※定員に
満たない場合は、
5月11日㈮から電
話で受け付け。

申し込みフォーム
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インフルエンザ患者は減少傾向ですが、感染防止のため、手洗い・うがい等をしっかり行いましょう。  問健康福祉政策課☎704－0055



探してみよう
「結いの花」
草花のスタンプラリー。

景品あり

できるだけ電車・バス等公共交通機関をご
利用ください。ペットは入園できません。

北総線

松飛台▶

◀秋
山

農園

市立
高校 都立

八柱霊園
紙敷
車庫紙敷

新八柱▲

▼市川大野

東松戸
中央公園

主要地方道路
市川柏線

さくら通り

駐車場

市
立
松
戸
高
校

東
松
戸
駅

武
蔵
野
線

東松戸
ゆいの花公園

JR

江
戸
川

▲
北
松
戸

ふ
れ
あ
い
松
戸
川

▲流
山

根
本

坂
川

JR
常
磐
線

駐
車
場

◀三郷 上葛飾橋

古ケ崎五差路花畑入口

地蔵前
西口消防署

図書館 市民劇場

花畑入口

市民劇場

流山街道

六間川

ま
つ
り
会
場

松
戸
駅

東松戸
中央公園

流山街道

◀三郷 上葛飾橋

5月20日㈰ 10時〜15時〔雨天決行〕
問公園緑地課☎366－7380東松戸ゆいの花公園「結いの花フェスタ」

その他の催し
◆花苗販売（千葉大学環境健

康フィールド科学センター
で生産した花苗を販売）

◆緑の相談室
◆花募金

あおぞら音楽会〔雨天中止〕

11時～11時30分 河原塚中学校吹奏楽部
13時～13時30分 東松戸混声合唱団

みんなで
作ろう

「結いの花」
簡単なうちわを作ろう（工作）		

   フラワーアレンジメント体験講座 要申込

①フレームアレンジ　②春のテラリウム
①10時から②11時から　会場同公園マグノリアハウス　講師 F

フ ラ ワ ー

lower 
F
フ ラ ワ ー

lower p
プ ロ デ ュ ー サ ー ズ

roducers代表・倉
く ら

原
は ら

由
ゆ

加
か

氏　定員各先着12人　費用各1,640円
5月2日㈬から、電話で同公園管理センター☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

へ テラリウムフレームアレンジ

5月27日㈰
9時から1時間程度〔雨天中止〕

　河川美化運動の一環として、江戸
川河川敷の清掃を行います。皆さん
のご参加、ご協力をお願いします。

わが町をきれいにしましょう
春の市民ぐるみでクリーンデー

わたしたちのまちを、自然をきれいに

5月27日㈰午前中の1時間程度〔雨天中止〕

　美しいまちづくりを推進するため、空き缶などの散乱したごみ
の一斉清掃を行います。皆さんのご参加、ご協力をお願いします。

清掃範囲公園や道路などの公共スペースや自宅の周辺　
清掃方法清掃範囲に散乱しているごみを「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」「落葉・草・小枝」
の4種類に分別して集めてください。
※落葉・草・小枝は燃やせるごみに混ぜないでください。 ※家庭
からのごみ（テレビ・冷蔵庫等）は出さないでください。
問環境業務課指導係☎366－7333

JR

線
野
蔵
武

橋
山
流

JR

線
磐
常

矢切の渡し
▲上野

北千葉取水場

江戸川

松戸
排水機場

江戸川クリーン大作戦案内図

A

B

A

…集合場所
…清掃範囲

A・B

B

橋
山
流

JR

線
磐
常

JR

線
野
蔵
武

矢切の渡し
▲上野

三郷市

駅
郷
三

松戸駅 柏▶
北千葉取水場

江戸川

松戸
排水機場

国
道
６
号

国
道
６
号

中
部
小
学
校

中
部
小
学
校

ナクソス・ミュージック・ライブラリーサービスを開始します
多彩なジャンルの音楽を楽しめる

ナクソス・ミュージック・ライブラリーとは

　インターネットに接続されたパソコンで利用でき、クラシックを中心
にジャズや民族音楽など180万曲以上の楽曲をパソコンで自由に再生で
きる音楽配信データベースです。図書館や自宅での視聴が可能です。
利用するには

　利用者向けインターネット端末のある図書館（右記の利用可能場所）の
窓口で配布するパスワードが必要です。

利用開始日5月2日㈬（5月1日㈫は休館日のためパスワードの
発行はできません）　利用可能場所図書館本館3階、 新松戸・常盤平・小金・
小金原・和名ケ谷・六実各分館、自宅（要インターネット環境）　開館時間9時
30分～17時（本館3階のみ、火～金曜は19時まで）　対象市内在
住・在勤・在学で市立図書館の利用カードを持つ人　※利用制限
等の詳細は、 市ホームページをご覧ください。利用カードがない
場合は、本人確認できる物を持参するとその場で発行できます（市
内在住・在勤等の条件あり）。

音楽配信データベース 問図書館☎365－5115

市ホームページ

図書館でも
自宅でも

清掃範囲江戸川河川敷
集合場所右記地図のA地点

（矢切の渡し乗船場前）また
はB地点（中部小学校先江
戸川土手）
問廃棄物対策課
　☎704－2010

みんなで
咲かせよう
「結いの花」
花植え体験ができます

10時から
定員先着100人

押し花のしおり講座
13時～15時　※受け付けは14時
45分まで。 会場同公園マグノリア
ハウス　講師結いの会メンバー　費
用100円　

江戸川クリーン大作戦
松戸市制施行75周年記念 松戸市制施行75周年記念
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松戸朗読奉仕会では、市内在住で障害者手帳（視覚）を持っている人に、広報まつどを音声化したCDを無料で郵送しています。  問ふれあい22☎383－7111



救急医療体制
※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

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（20時～23時）
竹ケ花45の53衛生会館2階 ☎365－3430

夜間小児急病センター（18時～23時）
千駄堀993の1 ☎712－2513

JR
武
蔵
野
線

JR常
磐
線 国

道
6号

県立松戸高校
北松戸駅

松戸運動公園

新京成線

旧市立病院

八柱駅

みのり台
駅

千駄堀隧道

総合医療センター

新八柱駅

夜間小児急病
センター☎366－0010テレホン

案内サービス

総合医療センター小児脳神経外科外来
は5月8日㈫・11日㈮・18日㈮に全休
診します
問同センター☎712－2511

看護の日～新人ナースと一緒に看護の
心をお届けします～
　看護師によるハンドマッサージに加え、子ど
もから大人まで楽しめる医師や看護師に変身す
るイベントも。チーバくんも来ます！
日時5月10日㈭10時～15時　会場総合医療セン
ター1・2階ホスピタルストリート　費用無料
問同センター☎712－2511

生活筋力向上フィットネスゆっくりプ
ログラム 要申込
毎月第2金曜10時～11時　
会場柿ノ木台公園体育館多目的室　内容ゴム
バンドを使った体操　講師シンコースポーツイ
ンストラクター　対象おおむね65歳以上　費用
無料

電話で本庁高齢者いきいき安心センター☎
363－6823へ

第102回がん患者・家族「集いの場」
要申込
5月18日㈮13時30分～15時30分　会場総合医
療センター8階特別カンファレンス室（1階総合
案内で入館証を受け取ってください）  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で同センターがん診療対策室

☎712－2511（内線1025）、 712－2573へ

脳活体操～みんなで楽しく認知症予
防～ 要申込
　脳の活性化を促し、元気に歩けるようにする
ための健康体操を認知症予防プログラムディレ
クターが楽しく教えます。
日時5月24日㈭、 6月28日㈭各10時～11時　
会場小金原市民センター　定員各先着25人　
持ち物タオル、飲み物
費用各200円
電話で同センター

☎344－8268へ

食からはじめる健康セミナー
「野菜コース・春」
要申込

時間10時～13時　内容講話と調理実習　対象市
内在住の20歳～50歳代　定員各先着20人　持
ち物エプロン、三角巾、布巾2枚、手拭

ふ

きタオル、
筆記用具　費用無料
5月1日㈫9時から、電話で各保健福祉セン

ターへ

5月・6月は赤十字運動月
間～災害からいのちを守
る赤十字～
　日本赤十字社は、災害救護体
制の充実・強化、青少年赤十字
の活動、血液事業の推進等の国
内活動、国際救護活動などの人
道的活動を、皆さんからの活動資金によって実
施しています。ご支援・ご協力をお願いします。
問日本赤十字社千葉県支部松戸市地区（地域福
祉課内）☎366－3019

　世界保健機関（WHO）が制定した禁煙を推進するための記念日で
す。厚生労働省でも、世界禁煙デーから始まる1週間（5月31日から
6月6日まで）を「禁煙週間」と定めています。

　自力より楽に禁煙するには、禁煙治療や禁煙補助薬を利用する方法もありま
す。治療が受けられる市内の医療機関は「松戸市禁煙外来マップ」をご覧くだ
さい。各保健福祉センターや各支所内の健康相談室で配布する他、市ホームペー
ジからダウンロードできます。
　各保健福祉センターでも、禁煙したい人に対して保健師による禁煙相談を無料で行っています。 
※まつど健康マイレージ対象（禁煙外来15マイル、禁煙相談5マイル）。

有害物質 副流煙
タール（ヤニ、発がん物質） 3.4倍
ニコチン
（ゴキブリの殺虫剤の成分） 2.8倍

一酸化炭素（酸素不足） 4.7倍
アンモニア（目を刺激する） 46.0倍

副流煙に含まれる成分の比率（対主流煙）

（厚生労働省最新たばこ情報を基に作成）

　たばこの煙には、喫煙者が直接吸い込む煙＝主流煙と、火のついた先から立ち上る煙＝副流煙があ
ります。フィルターを通らない副流煙には、喫煙者本人が吸う主流煙より高濃度の有害物質が含まれ
ています。
　たばこを吸わなくても、周囲に喫煙者がいると副流煙を
吸ってしまうことになり、これを「受動喫煙」といいます。
たばこを吸わない人の体内からも、実際にたばこの煙の成
分が検出されます。吸わない人も、自分の意志とは関係なく、
喫煙している状態なのです。
　受動喫煙の害で年間1万5千人が、死亡していると推計さ
れています（平成28年国立がん研究センター発表）。

ストップ! 受動喫煙  5月31日は世界禁煙デーです
問健康推進課☎366－7489

問高齢者支援課☎366－7343

会場市役所1階連絡通路　内容ニコチン依存症チェック、呼気中一酸化炭
素濃度測定、肺年齢測定、禁煙治療を受けられる医療機関の案内（松戸市
禁煙外来マップの配布）等

5月31日㈭ 10時～12時、 13時～15時
世界禁煙デーイベント

　高齢者の約4人に1人が認知症またはその
予備群といわれています。認知症サポーター
になって、みんなで認知症を正しく理解し、
温かく見守りましょう。

認知症サポーター
養成講座 要申込
5月23日㈬10時～11時30分、6月22日㈮14
時～15時30分　会場市民会館　内容認知症
の症状や原因・対応、地域での見守り　講師
高齢者支援課職員他　定員各先着30人　費
用無料
電話で同課☎366－7343へ

ご希望の会場で認知症サポーター
養成講座を受けられます 要申込
所要時間1時間～1時間30分　対象10人以上
のグループ　※10人未満の場合は高齢者支
援課にお問い合わせください。
電話で同課☎366－7343へ

認知症サポーターになったら「松戸市
あんしん一声運動」に参加しよう！
　普段の生活の中で手助けが必要な高齢者を
見かけたときに、一声かけて高齢者を地域で
見守っていきましょう。同運動への登録方法
は高齢者支援課にお問い合わせください。

認知症になっても
安心して暮らせる街

まつどに

松戸市禁煙外来マップ
（PDFがダウンロード

されます）

日程 会場 電話番号
5/25㈮ 中央保健福祉センター 366－7489
5/28㈪ 小金保健福祉センター 346－5601
5/31㈭ 常盤平保健福祉センター 384－1333

非喫煙者の肺（左）と喫煙者の肺
(提供：香川県立保健医療大学教授・佐藤功氏）

。
へ

講座受講者には
「オレンジリング」を配布

※ 総合医療センターの救
命救急センター側入口
から入ってください。

日本赤十字公式マス
コットキャラクター・
ハートラちゃん
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対象市内在住の①②40歳以上③20歳以上の
女性　持ち物共通受診券（水色、受診券がない人
はお問い合わせください）、③のみスカート　費用
①100円②300円③400円　※以下のいずれかに
該当する人は無料●平成31年3月31日時点で75
歳以上●後期高齢者医療被保険者証を持つ●生活
保護世帯（夜間・休日受診証の提示が必要）●市民
税非課税世帯（受診時に申請書を記入）　※自覚症
状がある人は、直接医療機関にご相談ください。 
※すでに医療機関で各検診を受診した人は、集団
検診を受けることができません。
問健康推進課健診班☎366－7487

年に一度、がん検診
を受けましょう

①肺がん
②大腸がん
③子宮頸

け い

がん

集団検診

対象初めて肺炎球菌ワクチン（ニューモバックスNP）を接種する65歳以上（昭
和29年4月1日以前に生まれた人）  ※平成31年3月31日までに65・70・75・
80・85・90・95・100歳になる人は、国の定期予防接種の対象となります
（今年度で5年間の経過措置が終了します）。 接種期限平成31年3月31日　

実施医療機関市が委託する市内の医療機関（下表）　※やむを得ない事情によ
り市外の医療機関での接種を希望する場合は、事前に同課にお問い合わせく
ださい。 接種回数1回限り　持ち物健康保険証（生活保護受給世帯は生活保
護証明書等が必要）   接種費用2,500円（生活保護受給世帯は費用免除）

問健康推進課予防衛生班
　☎366－7484高齢者の肺炎球菌感染症予防接種肺炎球菌感染症予防接種平成

30年度

直接医療機関で
平成30年度高齢者予防接種実施医療機関 

松戸地区
松戸タワークリニック内
科・眼科・小児科 331－0143

由井皮膚科泌尿器科医院 365－0306
立原医院 331－1811
コスモ松戸クリニック 368－1513
森田医院 362－3136
まつど内科 308－6121
ほっち医院 362－2531
上野整形外科 308－3338
橋本内科クリニック 368－1131
栗原医院 362－3105
新東京クリニック 366－7000
平野医院 362－2322
本町クリニック循環器内
科・内科 312－4113

丹野内科・循環器科 308－2830
そが内科クリニック 308－6677
東葛クリニックみらい 366－6150

明第１・第２地区
東葛クリニック病院 364－5121
冨田耳鼻咽喉科医院 367－4665
西川医院 368－0081
とちき内科循環器科 308－6666
早川整形外科クリニック 308－6555
千葉いぐさクリニック 367－5676
にしむら内科クリニック 711－9823
小松内科神経内科 308－7100
上本郷レディース整形外科 308－6600
松戸呼吸器内科クリニック 363－1572
島村トータル・ケア・クリニック 308－5546
総合クリニックドクター
ランド松戸 369－3333

田代外科医院 364－9976
市川皮フ科 360－0204
稔台斎藤クリニック 330－2300
大須整形外科医院 366－1480
西村内科循環器科 369－1011
奥隅医院 362－1825
石島医院 367－2131

岡産婦人科稔台クリニック 364－2071
稔台整形外科クリニック 366－1585
クリニックソワニエ 308－3008
丸山内科医院 361－7900
竹下医院 363－6286
青木内科 364－1681
高田外科胃腸内科 362－8237
柳澤医院 364－1300
内藤医院 368－0345
日本大学松戸歯学部付属病院 360－9526
高木クリニック 364－0979

小金地区
しいの木クリニック 312－1717
斉藤内科・心療内科クリ
ニック 346－6655

北小金クリニック 343－2960
大久保医院 342－1076
山本病院 341－3191
工藤医院 342－3207
伊藤医院 341－1368
タカハシクリニック 394－2211

小金原地区
いらはら診療所 347－2231
ながと内科・皮膚科クリニック 309－7011
きのわきクリニック 309－5515
小金原診療所 341－1131
山口内科クリニック 340－5888
旭神経内科リハビリテー
ション病院 385－5566

新松戸地区
新松戸中央総合病院 345－1111
新松戸ハートクリニック 374－4810
とくいずみ医院 345－6000
けやきトータルクリニック 309－2299
桐友クリニック新松戸 703－7222
平岡クリニック 701－5555
新松戸診療所 343－9271
富川循環器科・内科クリ
ニック 340－5558

新松戸加藤耳鼻咽喉科医院 347－6743

森内科クリニック 346－1818
熊谷内科 345－3333
大谷口医院 341－1125

矢切・東部地区
皆川医院 368－2341
西内科神経内科クリニック 311－4063
さかの整形外科クリニック 362－3722
矢切クリニック 394－8850
三矢小台内科クリニック 362－4383
小関内科医院 391－1473
若林胃腸科クリニック 391－8877
柿の木台クリニック 308－6671
とちの樹メディカルクリニック 330－8227
松戸ニッセイ聖隷クリニック 330－8298
高塚団地診療所 392－6751
市立福祉医療センター東
松戸病院 391－5500

梨香台診療所 312－7301
東松戸はなぞの眼科 712－0015
わたなべ医院東松戸 711－8366
東松戸クリニック 392－9911
加賀谷正クリニック 312－7707
メディクス松戸クリニック 700－5422
阿部クリニック 391－1800
小板橋病院 392－4555
さくらクリニック・松戸 312－7600
一条会クリニック 372－5111
秋山ハートクリニック 330－9911

馬橋地区
脇坂内科クリニック 700－5572
恩田メディカルクリニック 341－1265
島田医院 341－1110
わざクリニック 309－1177
馬橋クリニック 703－7215
ゆりのきクリニック 340－0231
市場医院 342－1069
兒玉医院 345－6971
古池外科胃腸科医院 342－1062
八ケ崎山下クリニック 702－7858
津田内科クリニック 312－1971
松戸神経内科 344－3311

常盤平・八柱地区
門野診療所 384－9639
どうたれ内科診療所 394－0600
秋山クリニック 387－5556
常盤平おひさまクリニック 711－7531
若葉ファミリー常盤平駅
前内科クリニック 316－2200

ちよだ整形外科 375－8875
森医院 387－7132
さくら通り内科・大島 394－7955
くぼたクリニック松戸五香 710－7411
常盤平中央病院 387－4121
花輪医院 388－0707
新八柱整形外科内科 389－8511
ラシバヤクリニック 383－5533
千葉西総合病院 384－8111
ヨネファミリークリニック 383－3337
宇野医院 386－4822
三井クリニック 392－1013
八柱三和クリニック 312－8830
足立中央クリニック 386－0088
清仁会クリニック 385－1234
こすもす内科クリニック 385－8621
大塚医院 384－2323
後藤医院 384－7471
三和病院 712－0202
岡村胃腸科外科 384－3667
ハートクリニック牧の原 382－6047
牧の原クリニック 389－8311

五香・六実地区
松戸第一クリニック 712－0266
上野内科クリニック 388－2870
せき整形外科クリニック 311－7770
五香病院 311－5550
松戸外科内科クリニック 311－5757
すずき整形外科クリニック 387－1611
六高台内科胃腸科クリニック 385－2251
横関医院 387－2027
西村クリニック 311－7711
奥田整形外科 311－8010
新東京クリニック松飛台 384－3111

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号

検診日 実施会場
  5/  9㈬ 中央保健福祉センター
  5/14㈪ 小金保健福祉センター
  5/15㈫ 新松戸市民センター
  6/  5㈫ 東部スポーツパーク
  6/15㈮ 中央保健福祉センター
  6/18㈪ 常盤平保健福祉センター
  6/28㈭ 六実市民センター別館
  7/11㈬ 中央保健福祉センター
  7/13㈮ 小金保健福祉センター
  7/20㈮ 常盤平保健福祉センター
  7/26㈭ 新松戸市民センター
  9/  4㈫ 中央保健福祉センター
  9/25㈫ 常盤平保健福祉センター
  10/  9㈫ 新松戸市民センター
10/25㈭ 東部スポーツパーク
12/  4㈫ 新松戸市民センター

H31/  1/11㈮ 常盤平保健福祉センター
  1/22㈫ 六実市民センター別館
  2/  5㈫ 新松戸市民センター
  2/  7㈭ 小金保健福祉センター
  2/12㈫ 常盤平保健福祉センター

①肺がん②大腸がん集団検診の日程
受付時間9時30分～11時

③子宮頸がん集団検診の日程

検診日 時間 実施会場
          5/  2㈬ 午前・午後 中央保健福祉センター
          5/14㈪ ★ 午前・午後 常盤平保健福祉センター
          5/24㈭ ★ 午前・午後 小金保健福祉センター
          6/  5㈫ ★ 午前・午後 中央保健福祉センター
          6/14㈭ 午前・午後 東部スポーツパーク
          6/21㈭ ★ 午前・午後 中央保健福祉センター
          7/  5㈭ ★ 午前・午後 新松戸市民センター
          7/24㈫ ★ 午前・午後 常盤平保健福祉センター
        10/11㈭ ★ 午前・午後 小金保健福祉センター
        10/30㈫ 午前 常盤平市民センター
        11/  5㈪ ★ 午前・午後 常盤平保健福祉センター
        11/  8㈭ ★ 午前・午後 小金保健福祉センター
        11/13㈫ 午前 新松戸市民センター
        11/21㈬ 午前 六実市民センター別館
        12/13㈭ 午前 小金保健福祉センター
        12/18㈫ 午前 東部スポーツパーク
 H31/  1/  8㈫ ★ 午前 小金保健福祉センター
          1/16㈬ 午前 六実市民センター別館
          1/18㈮ ★ 午前 新松戸市民センター
          1/21㈪ 午前・午後 常盤平保健福祉センター
          1/29㈫ 午前 馬橋市民センター
          2/  6㈬ ★ 午前・午後 常盤平保健福祉センター
          2/  8㈮ 午前・午後 小金保健福祉センター
★印はママサポート（お子さんの一時的な見守りなど）を実施

受付時間 午前=9時30分～11時、午後=13時30分～15時

9

●広報まつど　2018年（平成 30年）5月1日

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



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） 第2～5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スペイン語 第2火

タガログ語 第2・4火
ベトナム語 第4金 13:00 ～16:00
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2月、第3・4木 9:00 ～12:00 行政経営課相談コーナー 行政経営課
☎366－7311
法務局人権ダイヤル
☎0570－
003－110

第1火
10:00 ～15:00★

六実支所
第4水 東部支所
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4金10:00 ～
15:00☎368－1333

毎週水、
第4金 10:00 ～15:00

社会福祉協議会 （社福）松戸市
社会福祉協議会
☎368－1333第1火 六実支所

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

毎週火～土 9:30～17:00 常盤平児童福祉館
☎384－7867来所予約制

いじめ電話相談 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1月・木  14:00 ～20:00
男女共同参画課（相談室直通）

☎363－0505第2～4月・木 10:00 ～16:00 

男性対象 第1・3金 17:30 ～20:30
まつど女性就労・両立支援
相談（第2木は起業相談も）

毎週火・
第2～4木 10:00 ～15:00 ゆうまつど（2階） 男女共同参画課

☎364－8778

◆憲法記念日の集い　鎌
かま

田
た

慧
さとし

さ
ん講演会
5/3㈷13:00　★
おーい図書館・今井☎344－

9454
◆松戸市民謡連盟大会
5/6㈰9:30
同連盟・宮澤☎090－3001

－4030
◆認知症予防講演会
5/12㈯13:30
高齢者支援課☎366－7343

◆松戸舞踊連合会大会
5/13㈰10:00　
同連合会・渋谷☎090－2218

－9532
◆東葛舞踊竹の会舞踊まつり
5/19㈯10:30
同会・草野☎090－2143－

1112 
◆バレエコンサート<ドリーム・
オン・ステージ>
5/26㈯16:30
Dreams on Stage・友田☎

080－1195－6777

◆専修大学松戸中学・高等学校
演劇部定期発表会
5/5㈷12:30、14：30、16：00
同校・浅田☎362－9101

◆新日本舞踊愛好会発表会
5/6㈰11:00
宮本☎363－2812

◆コンサートと医療・介護の講演
5/10㈭14:00

大谷☎090－1805－2206
◆日本舞踊発表会 翔の会
5/13㈰12:00
西川☎346－7893

◆松戸童謡の会　童謡を歌う（月
例会）　★
5/16㈬13：55
鈴木☎343－6631

◆はなみずきの会　歌謡祭
5/19㈯9：45
木内☎090－4606－0224

◆朝花美穂デビュー記念コンサ
ート　★
5/20㈰13:30
佐藤☎090－8801－0498

（事前申込制）
◆松戸春の謡

うたい

と仕
し

舞
まい

の会
5/24㈭9：45
加藤☎347－0458

◆東葛剣詩舞連合会剣詩舞大会
5/26㈯11：00
秋山☎387－3502

◆馬橋芸能連合会　華の競演
5/27㈰11：00
松澤☎343－2123

◆みんなで歌ってスマイルコン
サート　★
5/29㈫14:00
市川☎080－9462－7755

◆松戸シティフィルハーモニー管
弦楽団　ファミリーコンサート
5/20㈰１4：0０
会場大ホール　費用全席自由
800円（当日券は100円増し）、
高校生以下・60歳以上500円（当
日窓口のみ）　※小学生以上チ
ケット必要　※未就学児は、親
子室へご案内（発売中）

民センター②小金原体育館　対
象①のみ小学生以上　 ①堀☎
344－1735②市村☎090－1546
－9700
●グラウンド・ゴルフ教室
5/6㈰9:00～13:00　会場新松
戸西小学校　 矢野☎090－
3107－0348
◆①ピラティス②初めてのフラ
①5/7～21の月曜13:30～14:30
②5月の土曜（5/19を除く）11:10
～12:00　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ズンバ②ヨガ
①5/7～21の月曜15:10～16:00
②5月の金曜15:00～16:30　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
●軽スポーツ教室（グラウンド・
ゴルフ、ソフトバレーボール）
5/13㈰9:00～12:00　会場常盤
平第一小学校　 小暮☎090－
4012－7686
●室内グラウンド・ゴルフ教室
6/3㈰9:00～13:00　会場柿ノ
木台公園体育館　 山川☎080
－8760－2127
●親子体操教室
6/3㈰・9㈯各9:30～11:00
会場馬橋小学校　対象5歳～小
学2年生の子と保護者　申電話
で髙田☎090－8496－3396へ

◆21st Century Orchestra 
Tokyo特別公演in松戸
6/9㈯１3：3０
会場小ホール　費用全席自由一
般2,500円、学生1,000円（当日
券は各500円増し）　※小学生以
上チケット必要　※未就学児は、
親子室へご案内（発売中）
◆中村美律子 歌謡ショー
6/24㈰11：30、15：00
会場市民会館　費用Ｓ指定席5,500
円、Ａ指定席4,500円、B指定席
1,500円（当日窓口のみ）　※未
就学児入場不可（発売中）
◆明治大学マンドリン倶

く

楽
ら

部
ぶ

チャ
リティーコンサート〔ゲスト〕由紀
さおり
7/7(土)15：00
会場大ホール　費用全席自由
3,500円（発売中）

◆初めての①パワーヨガ②フラ
①5月の水曜11:00～12:00②
5/11～25の金曜10:00～10:50
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
5/5㈷19:00～21:00　会場大橋
小学校　持ち物上履き　 佐藤
☎080－5084－7077
●ソフトバレーボール教室
5/6㈰9:00～11:00　会場常盤
平体育館　 浅野☎090－4012
－7686
●婦人ソフトボール教室
5/6㈰9:00～12:00　会場東部
スポーツパーク野球場　対象女性
岩下☎090－5531－8004

●ファミリースポーツ教室
5/6㈰9:00～12:00　会場新松戸
西小学校　 宮崎☎346－4327
●カローリング教室
①5/6㈰9:00～12：00②5/9㈬
17:30～21:00　会場①小金市

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） 開演
時間 問い合わせ先

大
ホ
ー
ル

4 祝 混声合唱団明響 演奏会　★ 14:00 熊井☎04－7139－3553

19 土
松戸市制施行75周年記念・
森のホール21開館25周年記
念事業 さだまさし 45周年記
念コンサートツアー　★

17:00
森のホール21チケット
センター
☎384－3331

20 日 松戸シティフィル　ファミリーコンサート　★ 14:00 宮城☎070－4134－1175
23 水 LUNA SEA LIVE TOUR 2018

The LUV－World left behind
－振替公演　★

18:30 キョードー東京☎0570－550－79924 木

26 土
ものまねエンターテイメント　
コロッケコンサート2018笑う
“顔”には福来たる　★

13:30
17:00

アクセス
☎045－212－5555

31 木
Hiromi Go Concert Tour 
2018－Urban Velocity－
UV　★

18:30
㈱ベルワールドミュー
ジック
☎03－3222－7982

小
ホ
ー
ル

5 祝 専修大学松戸合唱部スプリングコンサート 13:00 松井☎362－9102

12 土 L
ルーチェ

uce 音楽院 サマーコンサート 12:50 Luce音楽院☎394－4933
13 日 松戸民謡協会 民謡民舞大会 10:00 工藤☎388－1321

25 金 松戸市民カラオケ歌謡協会 夏の歌謡祭 9:30 松本☎090－4742－4792

26 土 アンサンブルVIVO 二回目の演奏会 14:00 池田☎090－2140－6266

27 日 平野歌謡同好会歌謡祭 9:25 平野☎090－4748－7753

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。 

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※申し込みは当日会場で。
●はスポーツ推進委員主催

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/

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。
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◆パソコン初心者講習「基本操作とワー
ドでエコバッグ作り」
6/30㈯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） 各回1人 各2,000円 電話で
同NPO・石井☎703－7284へ
●①人を動かす話し合い〔全8回〕②人間
関係を深める話し方〔全6回〕
①5/7・21、 6/11・18、 7/9・23、 

8/13・27の㈪13時30分～15時30分②
5/8～6/19の㈫（6/12を除く）18時45
分～20時45分 ①勤労会館②市民劇
場 筆記用具 ①9,000円②7,000円
電話でHR松戸話し方研究会・中島☎

090－2147－7612へ
◆健康麻雀
5月の①㈭②㈯③5/7㈪・21㈪・28㈪

各12時10分～17時15分 ①もとやま会
館（新京成五香駅下車）②六実③松飛台
各市民センター 各1,000円 電話で
NPOメーク・小金谷☎090－6187－
5060へ
●社交ダンス初心者講習会〔全5回〕
5月の㈬18時～20時 小金原市民セ

ンター 先着10人 1,000円 ゆりの
会・石田☎090－1542－5940
●伝統芸かっぽれ踊り〔全3回〕
5/2㈬・16㈬・23㈬各19時～20時30

分 小金原市民センター 踊りやすい服
装 3,000円 かっぽれ愛好会・福田☎
344－5695
●ダンスパーティー
5/4㈷13時～16時 新松戸市民セン

ター 市内在住 500円 社交ダンス
サークルウィング・石井☎090－5755
－6867
●アーチェリー初心者教室〔全4回〕
5月の㈰13時～16時 運動公園体育

館 中学生以上 先着8人 3,200円
電話で松戸市アーチェリー協会・浜辺☎
342－4706へ
◆健康体操無料体験会
5/7㈪・14㈪各9時30分～11時 常盤

平体育館 60歳以上 各先着10人 電
話で健康体操はなみずき・高沼☎080－
4060－4078へ
◆交流サロン黄色いハンカチオープニン
グセレモニー
5/7㈪10時～15時 同サロン（JR北小

金駅下車） 飲み物200円他 5/4㈷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事務局☎710－
5519（平日9時～17時）へ
●太極拳体験会（24式太極拳）
①5/7㈪・21㈪・28㈪各14時～16時

②5/9㈬・16㈬・23㈬各13時～15時
①稔台②明各市民センター 健身まほ
ろば太極拳・芦沢☎080－2010－1170
◆コンサートと医療・介護の講演
5/10㈭14時～16時 市民劇場 講

演「かかりつけ医の行う認知症診療」、
健康運動、コンサート「世界のピアノ名
曲集」 先着300人　※まつど健康マイ
レージ5マイル対象 松戸クラシック音
楽を楽しむ会・大谷☎090－1805－2206
●だれでもできる！やさしい詩吟教室
5/11㈮13時～15時 常盤平市民セン

ター 筆記用具 電話で松
しょう

鳳
ほう

会
かい

・長谷川
☎090－3046－4991へ
◆相続・遺言・生前贈与セミナー
5/12㈯10時～12時 市民会館 先着

40人 500円 電話でNPO老いじたく
あんしんねっと松戸支部・杉浦☎090－
9804－0830へ
◆司法書士法律相談
5/12～6/30の㈯（5/26を除く）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
◆女性司法書士による女性のための「相
続・遺言」無料相談会（税金は除く）
5/12㈯・26㈯各10時、13時、15時か

ら 若林・平子・内田司法書士事務所（松
戸駅下車） 女性または夫婦 各日先着
3組 電話で同事務所☎362－0485（㈬
㈰㈷を除く）へ
◆高齢者・障がい者の移動サービスボラ
ンティア養成研修会〔全2回〕
5/12㈯・13㈰各10時～17時 小金

北市民センター 自動車を使っての移動
サービス（福祉有償運送）運転資格 高齢
者・障がい者の介護・福祉に関心がある
普通運転免許証を持つ人 先着28人
15,000円 5/8㈫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
ど事務局☎710－7450（9時～17時）へ
◆お祭囃

ばや

子
し

・神
か ぐ ら

楽・篠笛見学会
①5/12㈯18時～20時②5/21㈪・28

㈪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
●奥武蔵自然歩道〔物

もの

見
み

・日
ひ

和
わ

田
だ

山
やま

ハイ
キング（歩行距離約9.5km）〕
5/13㈰7時松戸駅東西連絡通路集合、

15時西武池袋線高麗駅解散 飲み物、
弁当、ストック 400円（別途交通費）
当日会場で 松戸歩こう会・出

いず

原
はら

☎386
－5611
◆盲導犬チャリティーコンサート
5/13㈰10時～15時 松戸駅西口デッ

キ コンサート、盲導犬・介助犬ユー
ザーによる講話、募金等 盲導犬を普及
させる会☎090－8003－7790、 711
－9988
◆看護フェスタ by 聖徳大学
5/13㈰10時20分～13時 同大学3号

館 講演会、健康相談等　※まつど健康
マイレージ5マイル対象 当日会場で
同大学地域連携課☎365－1111
◆日本文化を楽しむ一日
5/19㈯10時30分～15時 戸定が丘歴

史公園内松雲亭 先着50人 500円
電話で且

さ

座
ざ

・浅沼☎080－1185－3939
へ
◆人間関係を改善する「心の境界線」を学
ぼう
5/19㈯13時～15時 常盤平市民セ

ンター 先着10人 300円 電話でファ
ミリーネット新松戸・小川☎090－6544
－1856へ
◆落語会（春

しゅん

風
ぷう

亭
てい

昇
しょう

也
や

・古
こ

今
こん

亭
てい

今
いま

いち）
5/19㈯17時～19時 常真寺（大谷口

18） 先着60人 1,000円 当日会場で
同寺☎342－1616

●B級男性プロによる「ワルツ」「ジャイ
ブ」の講習会〔全8回〕
5/19～7/21の㈯（6/9・30を除く）19

時～21時 常盤平体育館 中級者
3,000円 ダンスサークルメイ・江原☎
090－3341－1749
●初心者カヌー講習会
5/20～6/10の㈰9時～15時 上葛飾

橋下江戸川河川敷 小学4年生以上の多
少泳げる人 各先着30人 各3,000円
（中学生以下2,000円）　※昼食付き 講
習日の5日前までにFAXで松戸市カヌー
協会・岡村 ☎389－2217へ
●歴史散歩「吉良邸・勝海舟邸跡・芥川生
誕地等両国界隈を訪ねる」
5/20㈰13時30分JR両国駅西口集合、

16時30分解散 300円 当日会場で
松戸史談会・松田☎342－1764（夜間の
み）
●松戸シティフィルファミリーコンサート
5/20㈰14時から 森のホール21

組曲「グランド・ キャニオン」（グローフェ）
他 900円（前売り800円、高校生以下・
60歳以上500円） 松戸シティフィルハー
モニー管弦楽団・ 宮城☎070－4134－
1175
●松戸市レディース卓球大会
5/22㈫9時から 運動公園体育館

ランク別ダブルス戦 市内在住・在勤の
女性 1人800円 5/10㈭までに電話で
松戸市レディース卓球連盟・組

くみ

田
た

☎346
－4491へ
◆障害年金無料個別相談会
第4㈫13時30分～16時30分 松戸商

工会議所会議室 NPOみんなでサポー
トちば☎070－1541－7661
◆蘇我氏の系譜と石舞台古墳の実際
5/22㈫13時30分～16時30分 市民

会館 先着30人 1,000円 電話で歴
史学講座「創世」・小嶋☎090－1261－
7366へ

●ヨーガ・呼吸法体験会〔各全3回〕
①5/23㈬・30㈬、6/6㈬各19時～20時

②5/25㈮、6/1㈮・8㈮各9時30分～10時
40分③5/27㈰、6/3㈰・10㈰各19時30分
～20時30分 ①六実③二十世紀が丘各
市民センター②馬橋ダンスアカデミー内
動きやすい服装・タオル等 各2,000

円 電話でヨガサークル・ビハーラ・小
こ

畠
ばたけ

☎090－7197－3616（15時～20時）へ
●押し入れや納戸の活用を考えてみよう！
5/24㈭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
●松戸市パークゴルフ・ペア大会
5/26㈯8時～12時30分 オスカー

パークゴルフ船橋コース 36ホールスト
ロークベストボールプレー、ペアは抽選
市民または松戸市パークゴルフ協会会

員 1,700円（会員1,600円） 電話で
同協会・川田☎090－2148－0017へ
◆けん玉教室（指導と段・級認定）
5/26㈯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
◆心臓ペースメーカー勉強会
5/27㈰13時～15時30分 アミュゼ

柏（柏駅下車） 取手医師会病院副院長・
渡邉寛氏他 心臓ペースメーカーを装
着しているまたは装着予定の人 1,000
円 5/7㈪までに日本心臓ペースメー
カー友の会千葉県支部柏地区・加藤☎04
－7191－6983（9時～12時）へ
●華の競演（舞踊大会）
5/27㈰11時～18時 市民劇場 馬橋

芸能連合会・松澤☎343－2123
◆認知症予防・脳活性化カレッジ
6/2㈯13時～16時 東葛クリニック

みらいホール（松戸駅下車） 先着30人
電話で東葛クリニック病院・ 水村☎

365－9027へ
●松戸市民コンサート「第九」団員募集
6/30～12/15の㈯18時30分～21時
森のホール21他市内施設 12/16㈰に
開催の同コンサートに出演 12,000円
5/31㈭までに松戸市音楽協会ホーム

ページで 同協会☎383－0111
●家庭婦人バレーボール大会
6/30㈯・7/7㈯各8時30分から　※運

動公園会議室で5/26㈯14時から総会、
6/23㈯14時から抽選会 同公園体育館
学区で編成されたチーム 1チーム

13,000円 6/15㈮〔必着〕までに申込用
紙を郵送で 松戸市家庭婦人バレーボー
ル連盟・大沢☎090－6528－0421

●洋画木曜会（主に人物の油絵・水彩
画・パステル等）
第1～3㈭10時～12時 矢切公民館
月4,000円 1,000円 谷☎364

－8727
●あすなろ写友会（主に風景写真等）
月1回9時～13時 小金原体育館

月2,000円 増田☎343－4680（昼
間のみ）
●松戸ペン習字サークル
第1・3㈬18時～20時 市民会館

月2,200円 1,000円 髙松☎363
－2908
●ダンスサークルフライデー（社交ダ
ンス）
㈮13時～15時 八ケ崎市民セン

ター 月3,000円 1,000円 小
こ

瀬
せ

村
むら

☎345－5241
●まめの会（健康増進に役立つ料理）
第1㈮10時～13時 市民会館 半

年3,000円 500円 台
うてな

☎388－
1269
●SMILE（イングリッシュハンドベルの
演奏）
㈭9時～13時 市民交流会館 楽

譜が読める人 月5,000円 藤田☎
090－2903－5791（昼間のみ）
●峻

しゅん

耀
よう

会
かい

上本郷民謡愛好会
㈫18時～20時 新松戸市民セン

ター 月3,000円 2,000円 野口
☎364－3050
●ダンスクラブ金曜会（社交ダンス）
㈮19時～21時 馬橋市民センター
月3,000円 1,000円 野口☎364

－3050
●まつどテニス６期会（硬式）
㈮9時～13時 六実スポーツ広場
月300円 男性60歳以上・女性55

歳以上の初心者 先着10人 岩本☎
080－1019－1988

日時 種目
5/19㈯・20㈰各9:00～17:00（5/20は16:00まで） 書道・盆栽
5/20㈰10:00～15:00 歌謡音楽祭
5/26㈯・27㈰各9:00～17:00（5/27は16:00まで） 油絵・かな書道・版画他
5/26㈯・27㈰各9:00～17:00（5/27は16:00まで） 華道
5/26㈯・27㈰各10:00～15:00 茶道
5/27㈰  9:30～19:00　費用1,500円（弁当あり） 囲碁大会
5/27㈰13:00～16:00 芸能発表会
6/  2㈯・3㈰各9:00～17:00（6/3は16:00まで） 水墨画・シャレ文字他
6/  3㈰10:30～12:00 太極拳
6/  4㈪13:30～15:30 童謡の会
6/17㈰13:00～16:00 日舞発表会

稔台文化祭 問稔台文化団体連絡協議会・濱野☎363－4961
会場稔台市民センター

※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。
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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
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…費用　（ …入会金）  ※記載のないものは無料　 …申し込み先　 …問い合わせ先

、 マークは市民活動助成事業です）

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



12 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。

※戸定歴史館のみの入館料、高校・大学生の入館料に

変更後の入館料（団体料金は20人以上の団体に適用）

区分
戸定歴史館 戸定邸 共通入館料
個人 団体 個人 団体 個人 団体

一般 150円 120円 250円 200円 320円 250円

変更はありません。 ※市内在住の70歳以上は、個人・団体ともに上記団体料金で入
館できます。 健康保険証など年齢・住所が分かる物を提示してください。
問戸定歴史館☎362－2050

文化財史跡めぐり 要申込

～歩いて巡る松戸駅周辺の文化財～
松龍寺山門

5月3日㈷・4日 ㈷各10
時～15時　※各日11時
30分から15分ほど戸定
歴史館館長のテーブル
トークを開催。会場戸定
が丘歴史公園内松雲亭
費用1杯500円（お菓子
付き ）   ※抹茶もありま
す。
問	松戸探検隊ひみつ堂
〔（一社）松戸市観光協
会〕☎727－7825

5月23日㈬・25日㈮・26日㈯各9時30分松戸駅東西連絡通路集合、12時30分ごろ解
散〔雨天中止〕　コース松戸駅→松戸中央公園→戸定邸・戸定歴史館→小山樋門→松
龍寺→松戸神社（約3km）　対象市内在住・在勤　定員各20人（抽選）　持ち物飲み物、
虫よけスプレー、タオル、歩きやすい靴　費用無料
 5月10日㈭〔必着〕までに、往復はがきに参加者全員（1枚につき2人まで）の希望日・
住所・ 氏名（ふりがな）・ 年齢・日中に連絡可能な電話番号・返信用宛名を記入して、
〒271－8588松戸市教育委員会　社会教育課（☎366－7462）へ

5月3日 ㈷・4日㈷各10
時から、13時から〔小雨
決行〕  費用各200円

各回開始15分前から
開始30分後まで戸定邸
玄関前で受け付け
問	松戸探検隊ひみつ堂
〔（一社）松戸市観光協
会〕☎727－7825

5月5日㈷・6日㈰各10時
～15時　会場戸定が丘歴
史公園内松雲亭　内容
徳川慶喜の甲冑（レプリ
カ）の展示、 兜

かぶと

の着用体
験（お子さんのみ）　費用
プリンス徳川カフェ・ 抹
茶・ぜんざい1杯500円
定員各先着100人

直接会場で
問	松戸手作り甲冑愛好

会〔（一社）松戸市観光
協会〕・ 知

ち

久
く

☎080－
5438－4039

戸定カフェ 緑の回廊ツアー
カフェ＆甲冑

初夏の古民家「旧齋藤邸」  
造形講座～鳥獣戯画の
模写に挑戦しよう！～

5月24日㈭10時30分旧齋藤邸集合、15時解散　講師日
本画家・泉

いずみ

晴
せ い

行
こ う

氏　定員先着15人　持ち物昼食、飲み
物、虫よけスプレー　費用無料
  5月17日㈭までに、電話で社会教育課☎366－7462へ

要申込

千葉大学園芸学部の
洋風庭園と与謝野晶子
の歌碑をご案内

手作り甲
か っ

冑
ちゅう

を
観
み

ながらカフェを満喫
徳川昭武が魅せられた
珈
コ ー ヒ ー

琲を再現した
「プリンス徳川カフェ」

ゴールデンウイークは家族みんなで戸定邸へ

入館料が変更になります6月1日㈮
から

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29年5月生
おとなしい性格で誰にでもニコ
ニコ。お兄ちゃんとお姉ちゃん
が大好きな男の子です。

平成29年10月生
たくさん遊んで何でも食べてくれて、
元気に育ってくれてありがとう♪これ
からもいっぱい楽しい事しようね♪

平成28年8月生
いつもニコニコ元気なちなつ。
はいポーズでにっこり笑顔を見
せてくれます。大きく育ってね！

彩い
ろ

葉は

ち
ゃ
ん

山や
ま

田だ

敬け
い

大た

ち
ゃ
ん

千ち

夏な
つ

ち
ゃ
ん

　松戸市は、平成30年4月1日に市制施行75周年を迎
えました。昭和18年に県下7番目の市として誕生した松
戸市は、人口約4万人でスタートし、今では人口48万9
千人を超える大きな街に成長しました。市勢がこのよう
な進展を遂げられたのは、市民の皆さまならびに関係
団体の多年にわたるご支援、ご尽力の賜物であり、その
ご功労に対し、深く敬意を表しますとともに、心から御
礼申し上げます。
　さて、高齢者が医療や介護が必要になっても、住み
慣れた地域で生活するためには、在宅で医療や介護を
受けられる体制を整備する必要があります。松戸市の
在宅医療体制は、おかげさまで松戸市医師会等のご協
力により、全国でもトップレベルですが、これからさらに
高齢化が進む社会においては、質の向上が必要不可欠
です。これまで松戸市では、市内15カ所に高齢者が何
でも相談できる「地域包括支援センター（高齢者いきい
き安心センター）」の設置と、それを医療・介護の面から
支援する「地域サポート医」の配置を進めてきました。こ
の「地域サポート医」の配置は全国でも先進的な取り組
みですが、今年度は、さらに「地域サポート医」全体を支
援する「松戸市在宅医療・介護連携支援センター」を松
戸市医師会のご協力のもと、衛生会館内に新設しまし
た。このような体制を整備している街は全国でも珍しい
と思います。
　待ちに待った高速道路「東京外かく環状道路」が来

き た

る6
月2日㈯に開通し、市内初の「松戸インターチェンジ」が
設置されます。また、松戸駅西口駅前広場のエレベー
ター・エスカレーターが5月30日㈬から使用を開始し、
松戸駅東口にはビジネスホテルがオープンする予定で
す。このように、松戸市は、市制施行75周年という節目
を迎え、さらなる発展が期待されているところです。
　今後も、市民の皆さまにとって「松戸市に生まれ育っ
たことに誇りを持てる街」にしていきたいと思っていま
す。松戸市のさらなる発展のために、ご支援ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

市制施行75周年を迎えて

人口と世帯（平成30年4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 489,037 人 〔 567 〕 男 243,053 人〔 226〕
世帯 224,227 世帯 〔 1,030 〕 女 245,984 人〔 341〕

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

2018.5.1
（平成30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

084




