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多様な主体が奏でる未来都市の実現へ

　市では、SDGs（持続可能な開発目標）達成への取り組みを原動力に
地方創生を進めるために地域とさまざまな連携を行ってきましたが、 
5月20日㈮に内閣府から「SDGs未来都市」に選定され、「自治体SDGs 
モデル事業」について支援を受けることになりました。
　「やさシティ、まつど。」のスローガンのもと、SDGs未来都市として
の取り組みを進めていきます。

政策推進課市政総合研究室☎704－4006

SDGs未来都市とは
　地方創生SDGsの達成に向け、
優れた取り組みを提案する地方自
治体を内閣府が公募・選定するも
のです。

自治体SDGsモデル事業とは
　「SDGs未来都市」の中から、特
に優れた先導的な取り組みを行う
地方自治体の事業を内閣府がさら
に選定し、支援するものです。

「やさシティ、まつど。」の進化と深化～多様な主体が奏でる未来都市の実現～
●地域住民や金融機関を含む企業、NPOなどの

団体、大学・高校の教員・学生などと市が連携
し、互いをつなぐ場（プラットフォーム）を作り
ます。

●参加者同士の連携により、各自が抱える課題と
地域資源のマッチングを進め、地域共通の課題
として解決を目指します。

●解決に当たっては、特にZ世代（おおむね1990
年代後半～2010年代に生まれた世代）といわれ
る若い世代のアイデアを積極的に
活用します。

※提案の詳細は内閣官房・内閣府
総合サイトをご覧ください。

●民間企業と「地方創生SDGsに関する包括連携協定」を締結
●県が創設した「ちばSDGsパートナー登録制度」に登録され、県ととも

にSDGsを推進
●市内大学の学生と「松戸市内の大学生によるSDGsフォーラム」を開催
※詳細は市ホームページをご覧ください。

多様な主体の地域資源をつなぐ場（プラットフォーム）を構築

学校松戸市
　各自の地域資源をもとに地域の課題を整理

市民団体企業

Z世代などの若者のアイデアを
募りながら解決を目指す

市のこれまでの SDGs への取り組み

6月5日㈰は松戸市長選挙の投票日です。 6月4日㈯まで市内12カ所で行える期日前投票をご利用ください。
　 市選挙管理委員会事務局☎366－7386

市ホームページ
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●新型コロナワクチン4回目接種のご案内
●非課税世帯などへの臨時特別給付金
●6月は環境月間
●親子で参加できるおはなし会
●まつど観光フォトコンテスト

内閣官房・内閣府
総合サイト

発行／松戸市　編集／広報広聴課 
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https://www.city.matsudo.chiba.jp/



問介護保険課☎366－7370 
　介護保険料を普通徴収で納付する人に、納入通知書を6月中旬に送付します。
特別徴収（年金からの天引き）で納付する人と、8月または10月に特別徴収に変
更となる人には、7月上旬に「介護保険料額決定通知書兼特別徴
収開始通知書」を送付する予定です。
普通徴収の納付方法
●納付書●口座振替（指定の金融機関口座から引き落とし）
●L

ラ イ ン

INE P
ペ イ

ay●P
ペ イ

ayP
ペ イ

ay　※詳細は市ホームページをご覧ください。

　令和3年度の同給付を一度受給した世帯やその世帯主を含む世帯は対象外です。その他
詳細は市ホームページをご覧ください。

住民税均等割非課税世帯
　該当する可能性がある世帯に順次申請書類
を送付します。対象世帯に該当する場合は申
請書類に必要事項を記入し、郵送または直接
相談窓口へ提出してください。　対象令和4年
6月1日時点で市に住民登録があり、令和4年
度に新たに世帯全員が住民税均等割非課税に
なった世帯　相談窓口市役所本館2階大会議室

家計急変世帯
対象申請時点で市に住民登録があり、
令和4年1月以降に新型コロナウイルス
感染症の影響で家計が急変し、住民
税均等割非課税世帯と同様の状態に
あると認められる世帯　※令和3年中
の収入に基づく申請受付は、5月31
日㈫に終了しました。

●児童の養育状況が変わっていない場合、今年度から「児
童手当現況届」の提出が原則不要となります

●10月支給分（6～9月分）から所得上限
限度額が設けられ、所得が基準額以上の
場合は特例給付（児童1人当たり月5,000
円）が支給されなくなります

※詳細は市ホームページをご覧ください。

介護保険料納入通知書 6月中旬に発送
65歳以上の人に新婚世帯新婚世帯をを支援支援

最大最大60万円60万円補助補助
リフォーム費用住居費用 引っ越し費用

減免制度があります（要申請）
　災害など特別な事情や、低所得のため生活が困難な人で市民税が非課税世
帯である場合に、資産状況を考慮して減免の可否を決定します。
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少した人は、減免また
は徴収猶予が認められる場合があります。詳細は同課にお問い合わせください。

保険料の未納が1年以上あると 介護サービス利用時に費用の全額を一度支払っ
て、後日請求する「償還払い」になる場合や、利用者負担が引き上げられる場合が
あります。

住民税均等割非課税世帯等に対する
臨時特別給付金のお知らせ

児童手当制度児童手当制度がが
一部変わりました一部変わりました

令和
4年度

問申請方法について松戸市臨時特別給付金事務センター（コールセンター）
0120－970－735（平日8時30分～17時）

制度について内閣府コールセンター 0120－526－145（平日9時～20時) 市ホームページ

市ホームページ

New

令和4年度
保険料の内訳

※医療分の限度額・後期支援分の均等
割額、限度額が変更されました。

要申込要返信

軽減割合 世帯主および被保険者の令和3年分の総所得金額等の合計
7割軽減 43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下
5割軽減 43万円＋（28万5千円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下
2割軽減 43万円＋（52万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下

令和4年度の軽減基準

国民健康保険料納入通知書 6月中旬に発送

※上記表内の「給与所得者等」とは次の人を指します●給与収入が55万円を超える人●公的
年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人または公的年金等の収入が110万円を超え
る65歳以上の人　※（給与所得者等の数－1）が0未満になる場合は0とします。

問国民健康保険コールセンター
☎712－0141

後期高齢者医療保険料納入通知書は7月中旬発送予定です。

※年間の保険料は医療分と後期支援分の合計額です。40～64
歳の人はさらに、介護分も加えた金額となります。

※令和4年度から、未就学児（令和4年度の場合は平成28年4
月2日以降生まれ）の均等割額が半額になります。

減免制度があります（要申請）
　新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯の主たる生計維持者の収入（事業収
入、給与収入など）が昨年に比べ10分の3以上減少した世帯の国民健康保険料が
申請により減免される制度があります。
令和4年度の保険料減免申請令和5年1月受付開始予定
※減免申請前で期別納付が困難な場合は、申請により納付の猶

予措置を受けることができます。詳細は市ホームページをご覧
ください。

所得により保険料が軽減されます
　世帯主および被保険者の令和3年分の総所得金額等の合計が一定の基準額以下の世帯
は、均等割額・平等割額が軽減されます。軽減割合は令和4年4月1日現在で判定します
（基準日以後の新規加入世帯は適用開始年月日で判定）。

市ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

医療分
所得割額（総所得金額等－基礎控除額43万円）×7.52％
均等割額1人につき19,500円
平等割額1世帯につき18,000円
限度額（賦課の上限額）650,000円
後期支援分

所得割額（総所得金額等－基礎控除額43万円）×2.24％
均等割額1人につき8,000円
限度額（賦課の上限額）200,000円
介護分
所得割額（総所得金額等－基礎控除額43万円）×1.61％
均等割額 1人につき12,900円
限度額（賦課の上限額）170,000円 

新型コロナワクチン新型コロナワクチン
4回目接種のご案内4回目接種のご案内

今年1月に3回目接種を行った人へ接種券をお送りしました

　4回目の接種は、3回目の接種から5カ月以上が経過し
た人が受けられます。
対象者●60歳以上の全ての人●基礎疾患がある、または重
症化リスクが高いと医師が認める18歳以上
送付する書類
　18歳以上の人に、接種可能になる前月に書類を送付します。
60歳以上 接種券を送付します
　接種の日時・会場をあらかじめ指定されていて変更・
キャンセルを希望する場合や、指定がなく接種を希望する
場合は手続きが必要です。
18歳以上60歳未満

●1・2回目の接種を「基礎疾患保有者などの優先期間」に
行った人には接種券を送付します

●それ以外の人には、接種券発行の手続き方法をご案内す
る「お知らせ」を送付します　※基礎疾患がある、また
は重症化リスクが高いと医師に認められた人のみ接種券発
行手続きを行ってください。

予約サイト

国民健康保険料の納付は原則口座振替で

予約サイトまたは電話で新型コロナ
ウイルスワクチン接種コールセンター

0120－684－389、☎050－5526－1081へ

松戸市お知らせキャラクター・まつまつ

補助額60万円（上限）補助対象範囲婚姻に伴い発生した次の経費
●住宅取得費用●住宅賃貸費用（家賃、共益費、敷金、礼金、
仲介手数料）●引っ越し業者に支払った費用●リフォーム費用
（修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用）
申請期間令和5年3月31日㈮までに申請書などを郵送で同課へ
※予算額に達し次第受け付け終了。
補助要件次の全ての要件を満たす夫婦●令和4年1月1日～令和
5年3月31日の間に婚姻届を提出し受理された夫婦●婚姻日時
点の夫婦の年齢がともに42歳以下●令和3年1月1日～12月31
日の新婚世帯の夫婦所得が400万円未満●申請
時の新婚世帯の住所が市内にある●補助金の交
付を受けた日から2年以上、松戸市内に定住す
る意思があることなど
※詳細は市ホームページをご覧ください。

問住宅政策課☎366－7366

問子育て支援課児童給付担当室
☎366－3127

1世帯当たり
10万円
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光化学スモッグに注意してください
　光化学スモッグは春から初秋にかけ
て発生しやすくなります。注意報等発
令時にはなるべく外出を控えましょう。
光化学スモッグ情報は県
ホームページ「ちばの大気
環境」で確認できます
環境保全課☎366－7337

人権相談は人権擁護委員へ
　人権擁護委員は、人権相談を受けた
り人権の考えを広めたりしている民間
ボランティアです。相談は無料で、秘密
は堅く守られます電話相談みんなの人
権110番☎0570－003－110委員一覧
高橋むつき、藪田京子、森めぐみ、山口勤、
河西光江、大井博美、藤田宗晴、町田達雄、 
西村隆一、恩田美智子、鴇

と き た

田由紀子、
渡部綱博、關

せき

俊彦、山﨑敏子、遠藤雅彦、
横田周子 行政経営課☎366－7311

介護の仕事をしながらの資格取得を支
援します

  市が指定する事業所で働きながら資格
を取得すると、その事業所に正社員とし
て就職できます対現在介護事業所で働い
ていない、介護職員初任者研修と同等以
上の資格を持っていない人
費事業所が負担　※詳細
は市ホームページで 介
護保険課☎366－7370

大規模小売店舗の変更届出の縦覧と
意見書の提出
縦覧場所商工振興課対象店舗松戸パーク
ビル提出期限 8/12㈮ 同課☎711－6377

Matsudo child-raising class（MCR
学級）学級生募集

　保護者が子育ての知恵や知識を学ん
だり、子育ての悩みを語り合う仲間を
増やしたりできる学級です。働いてい
ても参加できるオンラインの企画など
もあります内◦市立博物館などの施設
見学◦Zoom体験講座◦家庭教育講座
◦教育・子育て情報をEメールで提供
対市内在住の小・中学生の保護者申E
メールに件名「MCR学級」、氏名（ふ
りがな）、子の学校名・学年、電話番号、
メールアドレスを記入して、社会教育
課 mckakyo@city.matsudo.chiba.
jp (☎342－9930）へ

男女共同参画市民企画支援事業を募集
実施期間8月～令和5年2月
　※詳細は市ホームページ
で申6/30㈭までに、同事
業計画書を直接男女共同参
画課☎364－8783へ

北山会館（斎場・市民会館）の指定管
理者を募集
応募書類配布期間 6 / 2 4 ㈮
まで配布場所 地域福祉課
※市ホームページでダウ
ロード可 同課☎366－
3019

会計年度任用職員募集（①埋蔵文化
財発掘調査員補助②旧齋藤邸管理人）
任用期間 ①6/16㈭～10/31㈪②7/1㈮
～ R5/3/31㈮申 ①6/10㈮ ②6/15㈬ 

〔いずれも必着〕までに、履歴書を①文
化財保存活用課分室（☎
366－7462）②同 課（☎
382－5570）へ　 ※ 詳 細
は市ホームページで

6/5㈰〜11㈯は危険物安全週間
推進標語一連の　確かな所作で　無災害
　消毒用アルコールやガソリンなどの
安全な取り扱い方法を再度確認しま
しょう 予防課☎363－1114

千葉県小児慢性特定疾病受給者証更
新手続きを忘れずに 

　更新手続き対象者へ案内を2月末から
順次送付しています申請期間有効期間
が9/30までの人は7/19㈫まで（国民
健康保険組合加入、住民税が非課税、保
険証に変更があった人は6/20㈪まで）
申郵送で 松戸保健所（松戸健康福祉
センター）地域保健課☎361－2138

春秋叙勲の候補者を推薦できます 
対長年地域で幅広く公共のために活躍
（おおむね20年以上活動）
した70歳以上の人など　
※詳細は内閣府ホームペー
ジをご覧ください 内閣府
賞勲局☎03－3581－2868

税務職員採用試験（国家公務員・高卒
程度）
1次試験 9/4㈰ 2次試験 10/12㈬～21㈮
の指定日時申6/20㈪～29㈬の間に、人
事院ホームページで 松戸税務署総務
課☎363－1171

6月の松戸競輪開催日程
本場開催9㈭～12㈰（GⅢナイター）場外開催
1㈬～3㈮川崎（FⅠ）、2㈭～4㈯武雄（FⅠ）、
4㈯～7㈫取手記念（GⅢ）、6㈪～8㈬広島
（FⅠ）、8㈬～10㈮富山（FⅠ）、9㈭～11㈯
和歌山（FⅠ）、12㈰～14㈫防府（FⅠ）、13㈪
～15㈬取手（FⅠ）・岐阜（FⅠ）、16㈭～19㈰
岸和田（高松宮記念杯競輪GⅠ）、17㈮～
19㈰いわき平（FⅠ）、25㈯～27㈪立川（F
Ⅰ）、25㈯～28㈫久留米記念（GⅢ）、29㈬
～7/1㈮取手（FⅠ）・平塚（FⅡナイター・ガー
ルズ）、30㈭～7/3㈰小松島記念（GⅢ）

公営競技事務所☎362－2181 

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ」
日6/2㈭11時～11時30分会ふれあい
22内日

ひ が の

向野のりえ氏（歌)、德川眞弓
氏（ピアノ） 定先着50人申6/1㈬9時
～6/2㈭11時の間に、電話で障害者福
祉センター☎383－7111へ

【オンライン開催】学生観光サポーター
養成講座
日6/3㈮9時～10時30分内観光写真の
撮り方や心構え、SNS発信時に意識す
ること定 先 着50人申6/2㈭15時まで
に、EメールまたはFAXでにぎわい創造
課 mcnigiwai@city.matsudo.chiba.
jp、 711－6387（☎366－7327）へ

ふれあい教室「朗読をきくかい」
日6/8㈬10時～11時30分会ふれあい22
内松戸朗読奉仕会による短編・エッセーな
どの朗読対障害者手帳を持っている人な
ど 障害者福祉センター☎383－7111

NPO・市民活動よろず講座
日6月①7日㈫16時30分～18時30分
②10日㈮19時～20時30分会まつど市
民活動サポートセンター内①ハイブリッ
ドイベントに挑戦してみよう！②VRでも 
総会が開ける！最先端の市民活動対
NPOや市民活動の運営に関わっている人
（①はZoomのホスト経験が1回以上あ
る人）定先着①10人②15人申電話また
はEメールで同センター☎365－5522、

hai_saposen@matsudo-sc.comへ

じゃがいも掘り収穫体験
日6/10㈮～7/20㈬会①小川農園（串崎
新田）②根本農園（幸田）費①1株300円
②10株2,000円申電話で松戸市都市農業
振興協議会の各農園①☎387－2057②☎
090－6193－4688へ

ブルーベリー摘み収穫体験
日①6月上旬～8月末②6月中旬～8月末
③6月上旬～8月末会①小川農園（串崎
新田）②土屋農園（松戸新田）③ブルー
ベリーファーム新松戸費100g①300
円②500円、追加の場合は100g400円
（入園料500円）③400円（入園料900
円）申電話で松戸市都市農業振興協議
会の農園①☎387－2057②☎362－
0025③☎080－4857－0141へ

(公社)松戸市シルバー人材センター
入会説明会
日6月①10日㈮②16日㈭③27日㈪各10
時から会①③シニア交流センター②市民
会館対臨時的・短期的または軽易な就業
を希望する市内在住の60歳
以上定各先着30人申申し込
みフォームまたは電話で同
センター☎330－5005へ

教科書展示会
日6/10㈮～23㈭10時～17時会アートス
ポットまつど（キテミテマツド9階） 県
教育庁東葛飾教育事務所☎361－4103

住宅リフォーム相談
日6/11㈯10時～16時会小金原市民セ
ンター 松戸住宅リフォーム相談員協
議会☎365－5252

自転車かごカバーや自転車盗・空き
巣対策グッズを配布

　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）。
電話d

で

e詐欺撃退機器などを展示する他、
移動交番車で警察への手続きや相談な
どもできます日6/15㈬10時～10時30
分〔雨天中止〕会東松戸中央公園定先
着100人 市民安全課☎366－7285

創業プラン作成スクール
日7/2～23の㈯会習志野市役所対創業
を考えているまたは創業間もない人定
各30人（応募多数の場合
は選考）申千葉県信用保証協
会ホームページで 同協会
成長サポート部創業サポート
チーム☎043－311－5001

まつど地域若者サポートステーション
(まつどサポステ）説明会
日6/14㈫13時30分～14時、6/25㈯
10時30分～11時会まつどサポステ（松
戸駅下車）内次のような悩みがある人へ
の就業相談「仕事が長続きしない」「何
がやりたいか分からない」「面接になか
なか受からない」対無職または雇用保険
未加入の15歳～49歳とその家族定各先
着4人 まつどサポステ☎703－8301
〔㈪～㈯9時30分～16時30分〕

介護のやさしい日本語教室〔全10回〕
日6/23～8/25の ㈭10時10分 ～12時
10分会国際友好ルーム（松戸ビル4階）
内介護に必要な基本的な用語の学習、
利用者とのコミュニケーションの取り方
対これから介護の仕事をしたい、介護の
仕事をしていて漢字やコミュニケーショ
ンに不安がある、介護に興味がある外国
人定先着15人費無料　※別途(公財)松
戸市国際交流協会賛助会費1,000円申
日本語ボランティア会・藤沢☎080－
5379－6017へ

福祉のしごと就職フェア㏌ちば
日6/25㈯13時～16時会ホテルウェル
コ成田内就職面談 千葉県社会福祉協
議会千葉県福祉人材センター☎043－
222－1294

マンション管理①個別相談会②セミ
ナー・交流会
日6/26㈰10時～16時（①は10時～12
時、②は13時～16時）会市民劇場対マ
ンションの管理組合、居住者など内②
理事のためのマンション管理講座定先
着①4組②10組（1組2人まで）申6/24
㈮までに、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（平日10
時30分～15時）へ

夏のボランティア体験講座「Let’s
体験!!2022」
日7/19㈫～8/31㈬内市内の市民活動団
体でボランティア体験対中学生～20代
定先着150人費ボランティア保険に入
る場合は350円申6/13㈪17時から、ま
つど市民活動サポートセン
ターホームページで 同セ
ン ター ☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-
sc.com

教育委員会会議
日6/8㈬9時30分から会京葉ガスF松
戸ビル5階（傍聴は9時から受け付け）

教育総務課☎366－7455 

農業委員会総会
日6/10㈮14時30分から会市役所新館
7階大会議室傍聴定員 先着5人（14時
10分から受け付け） 同委員会事務局
☎366－7387

 同センター
ホームページ

 同協会
ホームページ

 申し込み
フォーム

 内閣府
ホームページ

 市ホームページ

 市ホームページ

 市ホームページ

県ホームページ

市ホームページ

市などからのお知らせをお伝えするコーナーです。協働 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（記載がないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先　

☎366−0010
テレホン案内サービス

平日16時30分〜翌日9時
休日と土曜 9時〜翌日9時

救急医療体制  
※かかりつけ医・薬局を
もちましょう。

都立八柱霊園の使用者募集

同協会
ホームページ

募集数一般埋蔵施設319カ所、芝生埋蔵施設33カ所、合葬埋蔵施設2,000体
申込書配布場所市民課・健康推進課・各支所・行政サービスセンター・八柱
霊園管理事務所など　※詳細は申込書と併せて配布するしおりを
ご覧ください。

6月15日㈬～7月4日㈪〔消印有効〕の間に、東京都公園協会
ホームページまたは郵送で申込書を同協会へ
問同協会霊園課募集専用番号☎0570－783－802

講座・講演・催し

会議

お知らせ
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脱炭素社会の実現に向けて始めよう脱炭素社会の実現に向けて始めよう

CC
ク ー ルク ー ル

OOLOOL  CC
チ ョ イ スチ ョ イ ス

HOICEHOICE
　市では、温室効果ガスを削減して脱炭素社会の実現を目指すため
に、日常の生活の中であらゆる「賢い選択」をしていこうという国
民運動『COOL CHOICE』に賛同し、補助金制度などの支援策を設
けています。
　持続可能な脱炭素社会を実現するために、COOL CHOICEを始め
ましょう！

環境政策課☎366－7089

同法人理事長・渡辺賢二さん

太陽光パネルや蓄電池をおトクに設置しませんか？
　県では、自宅で発電できる太陽光パ
ネルや、発電した電気を夜間も有効に
活用でき災害にも安心な蓄電池を、み
んなでおトクに購入する共同購入の参
加者を募集しています。この機会に設
置を検討してみませんか？
　詳細は、事務局ウェブサイトをご覧ください。

千葉県みんなのおうちに太陽光事務局☎0120－
758－300

照明のLED化で20.9％の省エネ実現！
（社福）鷹見会　言語リハビリ　ミカタ松戸（小金原）

－省エネ最適化診断を受けたきっかけは？
　古くなっていた照明機器を買い替える際、（一社）
省エネルギーセンターの省エネ最適化診断を受ける
と松戸市の「事業用省エネルギー設備等導入促進事
業費補助金」の対象になるということなので、まず
診断だけでも受けてみようと思いました。

－診断結果を受けて照明機器を買い替えた効果は？ 
　とても明るくなりました！当デイサービスでは読み書きする作業が多いの
で、手元が明るくなったことで、利用者の方々からの評判もとても良いです。

－省エネ改修を考えている事業者に一言
　従業員の間で以前より物を大切に使お
う、きれいに掃除しようとする意識が芽生
え、会社への愛着が一層深まりました。皆
さんもぜひ、挑戦してみてください！

事務局ウェブサイト
市ホームページ

松戸市は事業所の省エネ化を応援しています
省エネに取り組む事業者紹介

６月は環境月間

松戸市クールチョイスオリジナル
キャラクター「エコもん」

おうちエコ化たつむり

　愛護動物を虐待したり捨てたりすると、最大
で1年の懲役または100万円の罰金が科せられ
ます。また、殺傷すると最大で5年の懲役また
は500万円の罰金が科せられます。

松戸保健所（松戸健康福祉センター）☎361－2139

　大人が「当たり前」と思っていることでも、知らず知らずのうちに
子どもの可能性を狭めたり、暴力や差別的な考えを植え付けたりして
しまうことがあります。自分も相手も大切にできる子どもの育て方に
ついて、一緒に考えてみませんか。
日時6月25日㈯13時30分～15時　会場市民劇場または後日オンデ
マンド配信　講師弁護士・太田啓子氏　定員先着150人　費用無料
※手話通訳・要約筆記あり。
※一時預かりあり（6カ月～小学2年生、先着8人、要申込）。

 申し込みフォームまたは電話でゆうまつど☎364－8778へ

太田啓子氏

申し込みフォーム

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室
同館☎368－1237

6月の番組
投影日6月の土・日曜（11日㈯・25日㈯の午前中を除く）

キッズ＆ジュニアアワー  おとめ座のおはなし
　星と星座にまつわる子ども向けのやさしいお話
時間10時30分、14時30分（各20分）

一般投影  地球から銀河へ～宇宙の大きさを知ろう！～
　夏の夜空に望遠鏡を向けると、はるか遠くの銀河が見えてきます。宇宙はどんな姿
をしているのか解説します（当日の星空の紹介もあります）。
時間11時30分（文字解説付き）、15時30分（各40分）　
共通 定員各先着80人　費用各50円（65歳以上、中学生以下、障害者手帳などを持
つ人とその人1人につき付き添いの人1人は無料。年齢を確認できる物の提示が必要）

投影開始30分前から2階で受け付け

市ホームページ

6月は動物の正しい飼い方推進月間
ペットは周囲に迷惑をかけず

責任を持って
適切に飼いましょう

～性差別・性暴力のない社会を目指して～要申込
ジェンダー平等時代の子育て論ジェンダー平等時代の子育て論

男女共同参画週間記念講演会

　2年ぶりのＧⅢナイター開催！家族で楽しめる場内イベ
ントも再開します。
日時6月9日㈭～12日㈰各10時開門予定　※場内でのレースは15時以降予定。
イベント内容キッチンカー出店（毎日）、地元選手トークショー（9日～11
日）、チアダンス「チアホリック」公演（12日）
入場料無料（特別観覧席は1人1,000円）
※混雑状況により入場制限を行う場合があります。最新の情報は松戸競輪

場ホームページをご覧ください。

松戸競輪場（公営競技事務所）☎362－2181

松戸けいりんイメージキャラクター「マッピー」に声が付きました！
　場内アナウンスや松戸けいりん公式YouTubeチャンネルの動
画で聴くことができます。

ハッピー！マッピー！ファンタジー！！

燦
さ ん さ ん

燦ムーンナイトカップ（GⅢ）

松戸競輪場
ホームページ

松戸けいりん
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犬・猫を飼う場合の注意
●ふん尿は飼い主が責任を持って処理する　●世話の方法やかか
りやすい病気、習性に合った飼い方を確認する　●感染症予防の
ため過剰な触れ合いは控え、動物に触った後は必ず手を洗う　
●災害時などに備えて迷子札やマイクロチップを付け、同行避難
の準備をする　●生後91日齢以上の犬・猫を10匹以上飼う場
合は、保健所に届け出る　●子犬・子猫を適切に飼えない場合
は、増やさないために不妊去勢措置をする　●犬は放し飼いにせ
ず、散歩させるときは短い引き綱を使って犬を制止できるように
する　●犬が人に危害を加えたり、鳴き声などで周囲に迷惑をか
けたりしないように、しつけや訓練をする　●犬は首輪などに狂
犬病予防注射済票を付ける　●犬が人をかんだときは保健所に届
け出る　●猫は室内で飼う

飼えなくなった場合は…
　新しい飼い主を探しましょう。保健所や動物愛護センターでは
新しい飼い主探しをお手伝いしています。
　千葉県動物愛護センターと同センター東葛飾支所では、「犬の
正しい飼い方・しつけ方教室」を定期的に開催しています。ぜひ
ご参加ください。

同センター☎0476－93－5711
同センター東葛飾支所☎04－7191－0050

6月から新しく購入した犬や猫は
マイクロチップの装着・登録が義務になりました
　改正動物愛護管理法の施行により、販売される犬や猫への
マイクロチップの装着・登録が義務付けられました。犬・猫
を家族に迎え入れた飼い主は、自分の住所・氏名を登録する
必要があります。詳細は市ホームページをご覧
ください。

環境保全課環境衛生係☎366－7336
※マイクロチップについては（公財）日本獣医
師会☎03－6384－5320へ。

省エネ最適化診断を受けて、その結果を基に照明のLED化工事を行いました！ 

各種補助金の詳細は、市ホームページをご覧ください



0歳～3歳くらい 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要申込

対象0歳～3歳程度の子と保護者
電話で各会場へ　※駐車場はありません。

共通 費用無料
子ども読書推進センター☎331－0077

※詳細は市ホームページをご覧ください。 市ホームページ

日時 会場 電話番号 定員（先着）
6/14㈫ 10:00～10:30 河原塚第一町会公民館 391ー6581 6組

6/17㈮ 10:00～10:30 CMS子育て支援センター（六高台保育園内） 394ー5590 5組

6/22㈬
10:30～11:00

ほっとるーむ新松戸 375ー8737 8組
6/23㈭ 矢切公民館 368ー1214 6組

6/24㈮

常盤平児童福祉館 387ー3320 10組

10:45～11:15 チェリッシュ・サポート・システム（野菊野こども園） 308ー5880
20組

（申込不要）

11:20～11:50 根木内こども館 315ー2985 6組
（申込不要）

0歳～3歳くらい 小さい子のためのおはなし会
日時6月14日㈫・17日㈮・21日㈫・23日㈭・24日㈮・28日㈫各10時30
分～11時、14時30分～15時　会場子ども読書推進センター　対象0歳～
3歳程度の子と保護者　定員各回先着6組

幼児～小学生 みんなのおはなし会
日時６月①10日㈮②15日㈬③17日㈮④21日㈫⑤23日㈭⑥24日㈮⑦28
日㈫各15時30分～16時　会場各市民センター（①明③五香④小金原⑥新
松戸）⑦図書館小金分館②⑤東松戸地域館（ひがまつテラス1階）　対象
幼児～小学生と保護者　定員各先着①③8組②④～⑥6組⑦3組

　幻想的な絵画作品を6点展示
します。ぜひご観覧ください。
会期6月14日㈫～8月14日㈰　
会場森のホール21　1階エント
ランスホール　開館時間9時～
22時　休館日月曜　※祝・休
日の場合は翌平日休館。
観覧料無料
文化財保存活用課美術館
準備室☎382－5570

仲
な か た

田道
み ち こ

子作品展
「わたしがいる場所」

「フリーダム」2019年

日時6月22日㈬12時15分～12時45分　※11時30分開場。
会場市議会議場　※未就学児入場不可。　曲目愛の喜び（クライス
ラー）、人生の嵐（シューベルト）他　演奏者水村明子氏、西村有紀氏
（ピアノ）　定員80人（抽選、指定席）　費用無料
6月10日㈮までに、ちば電子申請サービスまたは往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・

年齢・電話番号・返信用宛名を記入して、〒271－0092松戸市松戸1307の1松
戸ビルヂング4階　社会教育課（☎367－7813）へ
※一時預かりあり（6カ月～未就学児、人数制限あり、ちば電子申請サービスで
申し込み）。　※定員に満たない場合は、6月13日㈪から電話で受け付け。
※申し込み1件につき1人（本人）まで。

ちば電子申請
サービス

シティー・ミニコンサート要申込
10×2の魔法 ピアノ連弾の世界～Vol.Ⅱ

総合医療センター小児脳神経外科外来は6月10日㈮全休診します
同センター☎712－2511（代表）
食からはじめる健康セミナー 5各　  マイル要申込

野菜コース・夏
①6月28日㈫②6月30日㈭③7月1日㈮各10時30分～12時　会場各保健福祉セン
ター（①常盤平②中央③小金）　内容適塩で野菜たっぷりの健康食生活の話、おす
すめ料理の紹介　対象市内在住の20歳～59歳
ロコモ予防コース〔全2回〕
６月①14日㈫・21日㈫②17日㈮・24日㈮③16日㈭・23日㈭各10時30分～12時
会場各保健福祉センター（①中央②小金③常盤平）　内容 1日目ロコトレ体験　
※動きやすい服装でお越しください。　 2日目食生活の話とおすすめ料理の紹介
対象市内在住の20歳～64歳

共通定員各先着12人　持ち物筆記用具、飲み物　費用無料
6月1日㈬9時から、電話で健康推進課☎366－7481へ

健康ファイル まつど健康マイレージ付与…
費用無料

6月は「食育月間」
健康福祉政策課☎704－0055
レシピの配布や食育に関する展示を行います
6月6日㈪～10日㈮各8時30分～17時
会場市役所1階連絡通路
クックパッド「松戸市公式キッチン」をご利用ください
　市の栄養士や食育ボランティア、聖徳大学の学
生が考案したレシピや、千葉県や松戸市の特産
品を使ったレシピなど140種類以上を掲載して
います。
令和3年度食育に関するアンケート調査結果を公表
　令和3年7月に実施したアンケート調査の結果
を、市ホームページや行政資料センターで公表し
ています。
食育に関するパートナー講座（出前）を実施
　市の食育に関する取り組みや、望ましい食習慣な
どを紹介します。希望により「松戸市食育かるた」
の体験会も実施します。詳細は市ホームページをご
覧ください。

　「松戸プロジェクト」とは高齢者の社会参加と介護
予防にかかる研究を松戸市と千葉大学予防医学セン
ターなどが共同で行うプロジェクトです。
　全6回でお届けするコラムの第5回は、『プロボノ
まつど』を紹介します。

定期連載コラム vol.5

コロナ下の活動自粛でコロナ下の活動自粛で
高齢者高齢者のの健康健康がが危ない！？危ない！？

地域包括ケア推進課地域支援担当室☎702－3652

仕事の経験やスキルを活かし、地域活動や通いの場などの運営を支援します
　今までのコラムで社会や地域活動への参加が介護予防につながる
ことをお伝えしましたが、実際に団体などの運営で困ったりするこ
とはありませんか。今回はそんなときに利用できる「プロボノまつ
ど」を紹介します。
　「プロボノまつど」とは地域で活動する団体の支援をするボラン
ティア活動で、会社などで培った経験やスキル・専門知識などを
持っている人（プロボノワーカー）と、その人たちからの支援を希
望する地域活動団体などをマッチングする仕組みです。これまで18
件の支援を実現しており、現役時代の経験を活

い

かして会員募集チラ

プロボノまつど
ホームページ

プロボノまつどで支援したオンライン体操
配信の様子

親子で参加できるおはなし会親子で参加できるおはなし会

松戸市公式キッチン

市ホームページ

シの作成や、オンライン活動の推進など、団体の運営を支援してい
ます。団体の運営に悩んでいる人は「プロボノまつど」を利用して
みませんか。地域活動の活性化が、高齢者の社会や地域活動の参加
を増やし、介護予防につながります。プロボノワーカーとして経験
やスキルを活

い

かしたい人も募集中です。詳細はプロボノまつどホー
ムページをご覧ください。
※7月15日㈮・16日㈯に説明会を開催します。詳細は広報まつど6月15日号など
でお知らせします。
次回 松戸プロジェクトパートナーの活動について〔最終回〕

市ホームページ

水村明子氏（左）、西村有紀氏

広報まつど　2022（令和4）年6月1日 ５

詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページ（右記QRコード）をご覧ください。



…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象（記載がないものはどなたでも）　 …定員
…持ち物　 …費用（記載がないものは無料）　 …申し込み先（記載がないものは当日会場で）
…問い合わせ先 …まつど健康マイレージ付与

いきいき高齢者 安心センター
の催し（地域包括支援センター）

本庁　☎363－6823 710－7198
ゆっくりプログラム（体操教室）

6/10㈮10時～11時 柿ノ木台公園体育館
座ってできるストレッチや脳トレ おおむね

65歳以上（同地区優先） 先着20人 6/2㈭～
8㈬の間に電話またはFAXで（6/2㈭は10時から）

矢切　☎710－6025 710－6027
矢切いきいきライフ応援クラブ（体操教室）

①6/9㈭③6/21㈫各13時30分～14時30分②
6/13㈪10時～11時 ①②矢切公民館③まつど
市民活動サポートセンター 各先着25人 6/1
㈬9時から、電話またはFAXで

【オンライン開催】認知症サポーター養成講座

6/17㈮14時～15時 6/16㈭までに、電話ま
たはEメールに件名「認知症サポーター養成講
座」・住所・氏名・電話番号を記入して yakiri-
houkatsu@vesta.ocn.ne.jpへ

六実六高台　☎383－0100 383－2288 
脳トレ体操と認知機能チェック教室〔全2回〕

6/22㈬、8/23㈫各10時30分～11時30分
六実六高台高齢者いきいき安心センター 2

日間参加できる人（同地区優先） 先着4人
6/8㈬までに、電話で

小金　☎374－5221 349－0560 
認知症予防教室〔全3回〕 　

6/16㈭・21㈫・29㈬各14時
～16時 小金市民センター 3
日間参加できる市内在住のおおむ
ね65歳以上 先着30人 電話ま
たは申し込みフォームで

新松戸　☎346－2500 346－2514
新松戸介護予防体操教室

6/10㈮10時～11時 新松戸市民センター
おおむね60歳以上（同地区優先） 先着20人
長めのタオル、飲み物 電話またはFAXで

知って得する！老人ホームの選び方
6/16㈭10時～11時30分 新松戸市民セン

ター 先着15人 電話またはFAXで
聞いて安心！介護保険制度

6/13㈪14時～15時 新松戸市民センター
先着15人 電話またはFAXで
馬橋　☎374－5533 374－5501 

介護者のつどい（リフレッシュ体操）　
6/13㈪13時30分～15時30分 馬橋東市民

センター 認知症の家族を介護している・介護
経験がある、認知症の人 先着10人 電話で

明第1　☎700－5881 700－5567
終活セミナー

6/14㈫14時～15時30分 勤労会館 コスモ
ス成年後見サポートセンター千葉県支部 おお
むね65歳以上 先着20人 6/1㈬10時から、
電話またはFAXで
消費生活講座

6/28㈫14時～15時30分 稔台市民センター
消費生活相談員 おおむね65歳以上 先着

20人 6/1㈬10時から、電話またはFAXで
常盤平　☎330－6150 330－6260

知ってあんしん介護保険の使い方
6/15㈬13時～14時 常盤平市民センター
先着25人 6/14㈫までに、電話またはFAXで

認知症サポーター養成講座
6/22㈬10時～11時30分 常盤平市民セン

ター 6/10㈮までに、電話またはFAXで

OHげんき体操教室
①7/12㈫②8/16㈫③9/13㈫各10時～11時30

分 常盤平市民センター おおむね65歳以上
6/20㈪までに、往復はがきに氏名・住所・連絡
先・緊急連絡先の有無・①～③の第2希望日まで
（いずれも可能な場合はその旨）を記入して、
〒270－2261松戸市常盤平2の24の2のC5
常盤平高齢者いきいき安心センターへ　※6/21
㈫から電話・FAXでも受け付け（郵送優先）。

東部　☎330－8866 330－8867 
介護予防教室 　

6/13㈪10時～11時 坂の下のうきうきハウ
ス（大橋） 介護予防体操 おおむね65歳以上
（同地区優先） 先着10人 電話またはFAXで

五香松飛台　☎385－3957 385－3958 
音楽レクリエーション教室〔全3回〕

6/17㈮、7/8㈮、9/16㈮各9時30分～11時
30分 ふれあい22 3日間参加できる市内在住
の65歳以上 先着40人 6/10㈮までに、電話
またはFAXで

明第2西　☎382－5707 382－5727
介護者の集い「終活～エンディングノートを
書こう！（初級編）～」

6/7㈫13時30分～15時　※介護相談あり。 
古ケ崎市民センター 同地区優先 先着20人
筆記用具 電話またはFAXで

認知症サポーター養成講座 　
6/10㈮10時～11時30分 古ケ崎市民セン

ター 先着30人 電話またはFAXで
認知症予防教室〔全2回〕
①6/21㈫②6/28㈫各13時30分～15時 古

ケ崎市民センター 2日間参加できる65歳以上
（同地区優先） 先着25人 電話またはFAXで

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。　※新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、日時の変更または中止とする可能性があります。

※公益通報者保護法による外部通報の
受け付け・相談窓口は、広報広聴課
広聴担当室（☎366－1162）です。

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
人権相談 ㈪～㈮ 8:30～17:15 法務局人権ダイヤル☎0570－003－110

無戸籍相談 ㈪～㈮ 8:30～17:00 市民課☎710－6080（無戸籍相談ダイヤル）
消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119
消費生活相談 ㈪～㈮ 8:30～16:00 消費生活センター☎365－6565

福祉まるごと相談 ㈪～㈮ 9:00～16:30 地域包括ケア推進課☎366－1100

福祉なんでも相談

㈬
第1・4㈮

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

電話相談
第1㈫ 六実支所
第1㈭ 小金原市民センター

障
害
者
相
談

中央基幹相談支援
センターCoCo

㈪～㈮ 8:30～19:00

総合福祉会館（2階）
※訪問可

☎308－5028
366－1138

小金基幹相談支援
センターおんぷ

秋山ビル3階（小金442
の14）※訪問可

☎712－2112
712－2126

常盤平基幹相談支援
センターふれあい

ふれあい22（1階）
※訪問可

☎388－6225
388－6222

障害がある人や
事業主からの就労相談

（予約制）
㈪～㈮ 9:00～18:00 障害者就業・生活支援センター

ビック・ハート松戸☎343－8855

障害者虐待防止・
障害者差別相談 ㈪～㈮ 8:30～19:00

障害者虐待防止・ 障害者差別相談セン
ター（中央基幹相談支援センターCoCo
内）☎366－8376、 366－1138

高齢者・障害者成年
後見制度相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00 松戸市成年後見相談室（中核機関）

☎702－3033
労働相談 ㈪㈭

（第3㈭を除く）17:00～20:00 勤労会館☎365－9666
経営相談（起業を含む）

（予約制） ㈪～㈮ 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） ㈪～㈯ 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
㈪～㈮ 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 市役所本館3階
☎366－0077

生活に困っている人の
相談 ㈪～㈮ 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） ㈪～㈮ 8:30～17:00 児童生徒課（予約専用）☎366－7600

青少年相談 電話 ㈫～㈯ 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 ㈪～㈮ 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㈪㈭ 14:00～20:00
男女共同参画課（予約・相談専用）
☎363－0505

第2～4㈪㈭ 10:00～16:00 
男性対象

（電話相談） 第1・3㈮ 17:30～20:30

まつど女性就労・
両立支援相談

（第2㈭は起業相談も）

祝日・
月末日
を除く

㈫㈬㈭ 10:00～15:00
ゆうまつど（2階）

男女共同参画課
☎364－8783

（予約優先）第1・3㈮ 17:30～20:30

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
市政相談・

一般民事相談
㈪～㈮

(原則電話のみ) 8:30～17:00★ 市役所本館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
※法律相談は、裁判
中や調停中の事件は
相談できません
※不動産・登記相談
の予約は、相談日の１
カ月前から前日の17
時まで
※税務相談の予約は
相談日の１カ月前から
前々日の17時まで

広報広聴課広聴担
当室
一般民事相談専用
☎366－7319（金
銭・身の上・相続等
の簡単な法解釈を
要する相談）
法律・不動産・税務・
登記相談予約
☎366－1162
行政書士相談予約
同相談事務局・初

は つ み

見
☎316－1950（予
約専用㈪～㈮9時
～17時）

法律相談（随時予約）
第1㈪のみ 9:00～12:00

㈪㈫㈭
（第1㈪・第5㈭

を除く）
13:00～17:00

交通事故相談 ㈪㈫㈭ 9:00～17:00★

行政相談 第2・4㈪   9:30～12:00
 行政書士相談（予約制） 第2㈭   9:00～12:00

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

外
国
人
相
談

English
Mon, Tue, Wed 13:00～16:00 City Hall main Bld. Level2

☎366－9151
※Telephone consultation in English 
is available within the time on the 
left schedule.
※电话中文咨询时间表如左图
※Your information will be strictly 
protected.
※咨询之事保守秘密

※その他
ほか

の言
げ ん ご

語については、モバイル
通
つ う や く き

訳機（テレビ電
で ん わ つ う や く

話通訳）を利
り よ う

用して相
そうだん

談
できます。

Thu, Fri 10:00～13:00

中文 Chinese
星期一・二・三 10:00～13:00

星期四・五 13:00～16:00

Tagalog・Filipino
Tue 13:00～16:00

Fri 10:00～13:00

建築士相談（予約優先） 第2㈬   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㈬ 10:00～16:00 住宅政策課
☎366－7366マンション管理相談（予約優先） 第1㈬   9:00～12:00 要問い合わせ

子育て相談 ㈪～㈮   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
はなみずき☎710－8070
グレース☎382－6182
風の丘☎375－8447

  8:30～22:00 ドリーム☎070－3935－1230
ひとり親（就労等）相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00★ 子育て支援課☎366－7347

婦人・DV相談 ㈪～㈮   9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3955
家庭児童相談 ㈪～㈮   9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3941

人権相談（予約制） 第1㈪ 10:00～15:00 行政経営課
相談コーナー

行政経営課
☎366－7311

申し込みフォーム
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※飲み物を持参してください。
※申し込みは原則当日会場で。
※マスク着用。　※スポーツ推進委員主催。
●グラウンド・ゴルフ教室
①6/5㈰②6/26㈰各9時～12時　会場①
六高台スポーツ広場②新松戸中央公園　
問①伊藤☎090－8027－8076②矢野☎
090－3107－0348
●ソフトバレーボール教室
6/5㈰9時～11時　会場常盤平体育館
問小暮☎090－4012－7686
●軽スポーツ・グラウンド・ゴルフ教室
6/18㈯9時～12時　会場稔台小学校　
内容カローリング、ボッチャ他
問髙橋☎363－3064
●ファミリースポーツ教室
6/26㈰9時～12時　会場新松戸西小
学校　問宮崎☎346－4327
●カローリング・ボッチャ教室
6/26㈰9時～12時　会場高木第二小
学校　問坂本☎090－4364－2397
●スポレク地域祭（小金原地区）グラ
ウンド・ゴルフ大会
7/3㈰9時～12時30分　会場旧根木内
東小学校　定員先着50人
申 FAXで市村 342－6190へ

森のホール21 チケットセンター
☎384−3331

受付時間…10時～19時
休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日休館）
※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。

https://www.morinohall21.com/

◆宝塚歌劇星組全国ツアー　松戸公演
9/10㈯13時30分、18時　会場大ホール
費用全席指定S席8,300円、A席5,500
円、B席3,000円　※未就学児入場不可
※1公演につき1人4枚まで
◆小林愛実　ピアノ・リサイタル
9/21㈬18時30分  会場大ホール　費用
全席指定S席4,800円、A席3,800円  ※
未就学児入場不可

市民劇場
☎368−0070　★は有料 

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

◆サマーコンサート　
6/4㈯13時
問徳田☎090－3048－8225
◆松戸学院音楽教室発表会　
6/4㈯18時45分、6/5㈰10時
問同学院・魚岸☎090－7408－3920
※事前申込制
◆新日本舞踊愛好会発表会　
6/18㈯11時
問宮本☎363－2812

休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日休館）　※駐車場は大変混雑いたします。電車・バスをご利用
ください。  ※会員先行販売で予定枚数が終了した場合、一般販売はありません。

  森のホール21　今月の催し物　　 ☎384−5050
日時 内容（★は有料） 問い合わせ

大
ホ
ー
ル

5㈰ 18:00 AI DREAM TOUR　★ Zen-A
☎03－3538－2300
（平日11時～19時）11㈯ 10:00 

13:45 仮面ライダースーパーライブ2022　★

26㈰ 14:00 松戸ブラスオルケスター　定期演奏会
同団体 matsudoblas
orchester1984@yahoo.
co.jp

小
ホ
ー
ル

4㈯ 14:00 土
と き

岐能
よ し こ

子シャンソン教室発表会 スタジオ土岐事務局・根本
☎080－1242－25405㈰

12㈰ 14:00

ファミリーコンサートおんがく歴史おと絵
巻2　奇想天外!サムライたちが見た面
妖な幻編～心は和らぎ・響き・そして踊
る!～ピアノトリオとハープの楽しいコン
サート　★

おんがく歴史おと絵巻実行
委員会
☎090－9977－1751

16㈭ 14:00 松戸シニアアンサンブル“アモーレ"サ
マーコンサート

同団体・廣川
☎385－6324

18㈯ 11:00 陽だまりオカリナコンサート 音楽の陽だまり・篠
☎090－6026－7325

24㈮ 19:00
バトンパスコンサート松戸公演vol.12　
新進気鋭のアーティストが、人から人へ
つなぐコンサートシリーズ「いま～奏で
る喜びを音に乗せて｣　★

江
え さ し

刺
yuriesa.vn0111@

gmail.com

市民会館　
☎368−1237　★は有料 

休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日休館）

●北島兄弟コンサート　★
6/18㈯11時30分、15時15分
問㈲ワイド企画・谷津☎362－7176

●東京バレエ劇場附属松戸バレエ教室
発表会
6/26㈰17時
問同教室後援会・川口☎080－3721－
3317

◆男女共同参画週間記念講演会
6/25㈯13時30分　※詳細は4面で
問男女共同参画課☎364－8778　※事
前申込制

●健康麻雀見学・体験会（中級以上）
日6月の㈪㈬㈭㈮各12時～17時 会飯島
ビル3階（JR新八柱駅下車）申電話で健
康麻雀サークルひまわりの会・小

お が は ら

河原☎
090－8585－4572（昼間のみ）へ
●百人一首と俳句と詩吟で唄う会
日6/3㈮・10㈮各10時～12時 会五香
市民センター 持筆記用具 申電話で翔

しょうりゅう

龍
会
かい

・廣野☎080－1087－1494へ
●だれにでもできる！やさしい詩吟教室
日6/3㈮・10㈮各10時～12時会明市民
センター 持筆記用具 申電話で松

しょうほう

鳳会
かい

・
長谷川☎090－3046－4991へ
●なぎなた教室（基本）
日6月の㈮各10時～12時 会運動公園武
道館 対18歳以上 定各先着10人 問栗山☎
346－5095
●イサキ釣り大会（バス釣行）
日6/5㈰10時～18時30分 会洲崎方面対
先着3人 費14,500円 申電話で松戸釣り
クラブ・左

さ て

手☎090－5818－7723へ
●スクェアダンス無料体験会
日6/5㈰・12㈰各14時30分～16時30分
会小金北市民センター 定各先着8人 申
電話で松戸スクェアダンス協会・山岸☎
090－8114－3161へ
●健康体操（ストレッチ、フレイル予防体操)
日6/7㈫・14㈫・28㈫各13時30分～15
時、6/21㈫15時～16時30分 会矢切公
民館 持室内用シューズ 費各500円 申電
話で矢切レクリエーションクラブ・田中
☎090－6525－1215へ
●基礎から学ぶやさしい囲碁（入門～上
級)〔全4回〕
日6/9～30の㈭各13時30分～17時 会
日本棋院松戸生涯学習支部（新京成五
香駅下車） 費2,000円 申電話で松戸生
涯学習支部入門サークル・岩島☎388－
3022へ
●太極拳1カ月無料体験会
日①6/13㈪・20㈪・27㈪各14時～16
時②6/15㈬・22㈬・29㈬各13時～15
時 会①八柱②明各市民センター 申電話
で健身まほろば太極拳・芦沢☎080－
2010－1170へ

●健康体操体験教室（ストレッチ・リズム体操)
日6/6㈪9時20分～10時50分 会小金原
体育館 対50歳以上 費500円 問健康体操
ひまわり・増田☎344－3493
◆税理士税務無料相談会
日6/9㈭・23㈭、7/14㈭・28㈭各10
時～15時 会松戸商工会館（松戸駅下
車）申電話で千葉県税理士会松戸支部☎
366－2174へ
●料理教室
日6/10㈮、7/8㈮各10時～13時 会市
民会館 持エプロン、三角巾 費1回600円
申電話でまめの会・小林☎090－9013
－9779へ
◆BeCan（美化）フォーラム　SDGsで
つながろう松戸の美化活動
日6/12㈰14時～16時30分 会市民会館
問メイク松戸ビューティフル・平野☎
368－0980
●成年後見制度の個別相談会
日6/13㈪、7/11㈪各13時～15時 会勤
労会館 申電話で認定NPO東葛市民後見
人の会松戸支部・上野☎090－6156－
0673へ
●①講演会と②歴史散歩
日①6/15㈬②6/25㈯各13時30分～
16時30分 会①市民会館②東武アーバン
パークライン野田市駅集合、現地解散内
①人生礼儀－葬送礼儀を中心に費②300
円問松戸史談会・古木☎389－0045
●キッチンの片づけを考えよう！
日6/16㈭10時～11時30分 会市民会館
持筆記用具 費500円 申電話で心スッキリ
☆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
◆終活・成年後見無料相談
日6/18㈯13時～16時　※エンディン
グノート進呈 会五香市民センター 問 (一
社)コスモス成年後見サポートセンター
千葉県支部・藤倉☎388－3060　 
●松戸あひる会　人物画体験会〔全4回〕
日6/21～7/12の㈫、7/26～8/16の㈫
各18時30分～20時30分 会市民会館 持
画材 費1,000円 申電話で同会・坂本☎
080－5420－3492へ

●こども盆太鼓教室
日6/25㈯、7/3㈰・9㈯各11時～12時
会八柱門前町会集会所（新京成八柱駅下
車）対小学生持太鼓のバチ問御

ご じ ん や だ い こ

陣屋太鼓
を守る会・内田☎090－4438－9865
●市民水泳大会
日7/31㈰8時から 会運動公園プール対
市内在住・在勤の小学生以上内年齢別
50m（泳法別)・200m（個人メドレー・
リレー）費1種目500円 申6/12㈰・19㈰
各13時～15時の間に、費用を添えて直接
運動公園プールで 問松戸市水泳協会・
濱田☎090－1555－438

◆文化振興の助成金受け付け
期間 8/1㈪まで内基礎医学・伝統技芸・
音楽・演劇・絵画・工芸・彫刻・スポー
ツの各分野で1件100万円を上限として
助成 対県内在住または県内で活動して
いる個人・団体 問 (公財)土屋文化振興
財団☎364－3689（平日のみ）
●松戸市文化祭（古典舞踊公演）の出演
者募集
日10/23㈰11時～18時 会森のホール
21 費要問い合わせ 申電話で松戸日本古
典舞踊連盟・小

お ぬ ま

沼☎368－9583へ

このコーナーは市民団体などからのお知らせです（●マークは社会教育関係団体、助成マークは市民活動助成事業です）
日…日時、日程　会…会場　内…内容　講…講師　対…対象　定…定員　持…持ち物　
費…費用（ …入会金） ※記載がないものは無料　申…申し込み先　問…問い合わせ先

●健康体操ひまわり会
日㈭13時～15時会新松戸市民センター
対60歳以上の女性 定先着10人 費月
2,000円問中垣☎344－1433
●常盤平トキワクラブ（ストレッチ・リ
ズム体操）
日㈬9時30分～11時 会 常盤平体育館
対60歳以上費月1,800円 1,000円
問和田☎389－2428（18時以降）
●松戸市柔道修錬会
日㈪㈬㈯19時～21時 会 運動公園武道
館 対5歳以上 費月2,500円 1,000円
問茂木☎386－1071
●健やかクラブ（健康体操）
日㈬13時～15時 会 運動公園小体育室
対60歳以上 定先着10人費月1,500円
問北川☎360－3422
●小金原歌唱サークル
日㈫13時～16時 会 小金原体育館費月
2,500円問高橋☎090－7827－4979
●親子リトミックサークル　きらりずむ
日月1回9時30分～10時20分 会市民交
流会館（文化施設)、新松戸市民センター
対未就学児と保護者費月500円問いづみ
☎090－6514－3247（昼間のみ）
●松戸七宝焼サークル
日㈮9時～12時 会 矢切公民館費月500
円 2,000円 問藤本☎391－1917
（昼間のみ）

●あじさい合唱団
日㈮13時～15時会 小金北市民センター
費月3,500円 1,000円 問苅部☎345
－6644
●松戸俳句会
日第2㈰12時30分～16時 会 市民会館
費年7,200円 問有馬☎080－1204－
6231
●オカリナサークル響

ひびき

日第1～3・5㈪9時～12時 会 矢切公民
館 持オカリナ費月2,500円 1,000円
問中

なかだいら

平☎331－3035
●あじさい社交ダンスサークル
日㈫13時～15時会新松戸市民センター
他 対経験者（男性）費月2,500円
1,000円問芳

よしざわ

澤☎090－5812－0895
●新松戸コール・マミー（合唱）
日㈬12時～14時30分 会 青少年会館費
月5,000円 1,000円 問遠藤☎080－
3085－9381
●洋画会・円

まどか

（油絵・水彩画）
日月3回㈮9時～13時 会 明市民セン
ター費月2,500円 1,000円 問斉木☎
090－3801－1117
●パステル会（絵画制作）
日㈫12時～15時 会 小金市民センター
持画材一式費月4,000円 3,000円問
塩塚☎080－3514－1384（昼間のみ）

会 員 募 集
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　同クラブは、㈱マブチモーターをはじめとした企
業や小中学校の理科教育部会と連携して科学工作教
室などを開催しています。全国ものつくり体験教室
やチャレンジ創造コンテスト全国大会に17年連続で
出場し、昨年は東京2020パラリンピックの採火に参
加するなど、40年間多くの活動を行ってきました。
　これを記念して、5月15日に今年度の開講式とともに記念式典が行われました。

同クラブ事務局☎04－7145－6542、 psqbj353@ybb.ne.jp

松戸市少年少女発明クラブ松戸市少年少女発明クラブ 創立40周年

　松戸市青少年相談員矢切支部と一緒に、松戸市名産の矢
切ねぎを育て、収穫してみませんか？親子で協力して、土
に触れる貴重な機会です。
第1回日時6月18日㈯9時30分～12時〔少雨決行・荒天時
は次週に延期〕　※イベントの詳細や2回目以降の予定は、
参加決定者に郵送でお知らせします。
会場坂下ほんでんこどもの遊び場（下矢切606他）

対象小学生以下の子と保護者　費用1人200円（初回のみ）　定員15組（抽選）
6月5日㈰までに、Eメールで参加申込書を子どもわかもの課
ekowaka@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7464）へ

※参加申込書は市ホームページからダウンロードできます。 市ホームページ

親子で矢切ねぎを植えて育てよう！ 要申込

農農園園ここどどもものの遊遊びび場場イイベベンントト

人口と世帯 〔2022（令和4）年5月1日現在〕 〔　〕内は前月比

※住民基本台帳の登録数に基づき集計した人口です。

人口 497,384  人 〔 295 〕 男 247,035  人〔 137〕
世帯 246,223  世帯〔 615 〕 女 250,349  人〔 158〕2022.6.1

（令和4年）
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　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・氏名などをご記載ください）。

松戸市長   本
ほ ん ご う や

郷谷 健
け ん じ

次

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。また、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

彩い

ろ

は芭
ち
ゃ
ん

朱し

ゅ

り璃
ち
ゃ
ん

絢あ
や

ち
ゃ
ん

令和元年12月生
女の子らしく、おしゃべりが
上手になってきたね。たくさ
んお友達つくってね！

令和2年1月生 
明るく笑う♪元気いっぱいな朱
璃ちゃん、生まれてきてくれて
ありがとう！パパ・ママ・稜真
お兄ちゃんより♡

令和元年10月生
いつも元気な良い笑顔をありが
とう！

直接またはＥメールに写真データ（本人のみ）、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、広報広聴課 mckouhou@ 
city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

市内在住の新婚カップル（応募時に2年以内）・赤ちゃん（応募時に2歳未満）の写真募集中!
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　今年初めに感染が急拡大した新型コロナウイルス第
6波は、やっと峠を越えました。第６波は、感染力が
強いオミクロン株の影響で長期化しましたが、ワクチ
ン接種の効果もあり、デルタ株による感染と比べ重症
化する人は減少しました。しかしながらこの間、外出
を控えた高齢者の健康不安や学校行事が制限され、対
話しながら学んだり、遊んだりする機会を失った子ど
もたちの今後が大変心配です。市が実施する講演会や
イベントについては、感染対策を十分に行い、早い時
期に再開していきたいと思っています。例年多くの人
で賑

に ぎ

わう松戸花火大会や松戸まつりも、実施方法や開
催時期を変更してでも実施できればと思っています。
　新型コロナワクチンの4回目接種が5月25日から始
まりました。3回目接種から5カ月以上経過した60歳
以上の方には接種券を、18歳以上60歳未満の方には
接種対象要件と接種券発行申請方法などを記載した通
知を発送しています。これからの生活でも感染予防は
欠かせません。接種対象者には重症化予防のためにも
接種することをお勧めします。
　4月にZOZOマリンスタジアムで行われた世界最高峰
のアクションスポーツ競技会「X Games Chiba 2022」
で市内在住の佐々木元選手がBMXフラットランドで見
事銅メダルを獲得しました。フラットランドは、BMX
（自転車）をフィギュアスケートのようにくるくる操作
してさまざまな技を繰り広げ、その難易度・独創性・華
麗さを競う競技で、オリンピックの競技種目に追加され
ることが期待されています。佐々木選手は、2010・
2011年にBMX 界で最も権威のあるNORA CUPでアジ
ア人初の受賞、2021年の世界選手権でも準優勝するな
ど世界を代表する選手です。練習拠点の１つとなってい
る市立博物館前のスペースは「BMXの聖地」と言わ
れ、各地から有名な選手が集まり練習しています。練習
を目にする機会があればぜひ声をかけてみてください。
大変励みになり喜んでいただけると思います。
　国から「SDGs未来都市」および「自治体SDGsモ
デル事業」に選定されました。これは大変喜ばしいこ
とで、これまで市が実施してきたさまざまな持続可能
なまちづくりとともに、未来に向けて我が国における
SDGsの達成に貢献する市の提案が評価されたものだ
と思います。SDGsの達成は人類共通のテーマです。
皆さんと共に、子どもたちに持続可能な地球を残そう
ではありませんか。

SDGs未来都市に選定されました

アプリ「カタログポケット」
広報まつどをスマートフォンで閲覧でき
ます。 10言語・自動読み上げに対応。
Read in multi languages!

カタログポケット

撮影対象市内のおすすめスポット、祭り、グルメなど
賞品松戸市の名産品
●最優秀賞（1人）30,000円相当
●観光協会賞（2人）10,000円相当
●優秀賞（3人）10,000円相当
●入賞（6人）5,000円相当

　あなたのとっておきの「松戸」を写真にして投稿し
てください。入賞者にはすてきな賞品をプレゼント！

10月31日㈪〔必着〕までに、インスタグ
ラム、ちば電子申請サービスまたは郵送で
※詳細は市ホームページをご覧ください。

にぎわい創造課☎366－7327

とっておきスポット部門最優秀賞・本土寺

市ホームページ

テーマは訪れたくなる、松戸のイチ推しショット

まつど観光フォトコンテスト
作品募集

第2回
要申込

第1回受賞作品

「まつどフォトコン」
で検索！

　5月20日に、㈱V
バ カ ン

ACANと市は「災
害時避難施設に係る情報の提供に関す
る協定」を締結しました。これによ
り、同社が提供するウェブサイトの地
図上で、市が災害時に開設する避難所
の場所や開設状況、混雑状況などを確
認できるようになりました。災害時
は、市ホームページや公式ツイッター
などでお知らせします。

パソコンやスマートフォンで
市の避難所の混雑状況
などを確認できます

同社ウェブサイト

危機管理課☎366－7309

市長コラム
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	広報まつど7面_0525
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