
　「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、7月1日から県内で自転車に乗る場合
は自転車損害保険などへの加入が義務化されました。自転車で重大事故を起こすと、高額な賠償金を請求され
る場合があります。「被害者の救済」と「加害者の経済的負担軽減」のために、自転車保険に加入しましょう。

県くらし安全推進課
☎043－223－2263、
市民安全課☎366－7341

自転車事故の高額賠償事例
事例1 猛スピードで歩行者に衝突し死亡させる
　男性が昼間に自転車で信号無視をして猛スピードで交
差点に進入し、青信号で横断歩道を横断中だった女性と
衝突。女性は頭部に重傷を負い、11日後に死亡した。

事例2 小学生が衝突した歩行者が意識不明の重体に
　小学生が夜間に自転車で歩道と車道
の区別のない道路を走行中に歩行中の
女性と正面衝突。女性は頭の骨を折る
などし、意識不明の重体。少年の母親
に賠償金の支払いが命じられた。

　保険は万が一事故を起こしたときの備えです。
自転車事故を起こさないよう、改めて交通ルール
を確認し、安全運転を心掛けましょう。
ちばサイクルール「自転車に乗る時のルール」
●車道の左側を走ろう
●歩いている人を優先しよう 
●ながら運転はやめよう
●交差点では安全確認しよう 
●夕方からライトをつけよう
※詳細は県ホームページを

ご覧ください。

自転車保険への加入が必要です

加入している保険会社に補償内容をご確認ください
自転車事故に対応していない場合は、特約の追加などで対応するか、新たに自転車保険に加入してください。

自転車保険に加入しています

自転車向けの保険など、自転車の事故による損害賠償に対応している保険や共済に加入していますか？
ここから
スタート！

現在、右の保険などに加入していますか？　その保険に
個人賠償責任補償特約など、自転車の事故による損害
賠償を補償してくれる内容が含まれていますか？

・自動車の任意保険　・住宅の火災保険 
・傷害保険　・共済　・PTAや学校が窓口となる保険
・クレジットカードの付帯保険

利用する自転車に点検整備済の証「TSマーク」が貼ってありますか？
貼ってある場合、購入日または点検日から 1年以内ですか？

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

わからない

わからない

　県や市では保険の販売や紹介は行って
いません。特定の保険への加入を勧め
ることもありません。各保
険会社などに直接お問い合
わせください。
　県ホームページでは、主
な自転車保険取り扱い事業
者の一覧を掲載しています。

新たな自転車向け保険の加入は
保険会社へ

　保険の種類や契約内容に
よって、補償の範囲が異なる
場合があります。
　契約者だけではなくその家
族（未婚の子・同居親など）
が起こした事故も補償の対象
となっている保険も多くあり
ますので、自分だけでなく家
族が加入している保険も一緒
に確認しましょう。

各保険の補償の範囲
保険の種類

補償の対象
相手の生

命・からだ
相手の
財産

自分の生命・
からだ

個人賠償
責任保険

自動車の任意保
険、 傷害保険、
火 災 保 険、 会
社などの団体保
険、 クレジット
カード付帯保険

個人賠償
責任補償
特約あり

〇 〇
※保険の内

容による。
特約なし × ×

PTA や学校が窓口の保険
自転車向け保険 〇 〇

TS マーク付帯保険 〇 × 〇

県ホームページ
「ちばサイクルール」

千葉県マスコット
キャラクター・

チーバくん

保険に入っていないと、加害者になった時に
高額の賠償金を負うことになります

自転車保険自転車保険にに加入加入しているかしているかチェック！チェック！

損害賠償額
約5,400万円

損害賠償額
約9,500万円

県ホームページ
「自転車保険に
入りましょう」

万が一の加害事故に備えて万が一の加害事故に備えて
現在加入している保険現在加入している保険をを
確認確認しましょう！しましょう！

自転車事故を起こさないために
自転車の交通ルールを守ろう！
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●7月10日㈰は参議院議員通常選挙の投票日
●低所得の子育て世帯生活支援特別給付金
●夏の青少年教室
●市内ソフトバンクショップ無料スマホ講座 
●グリーンスローモビリティ導入地域募集

松戸市お知らせ
キャラクター・
まつまつ

発行／松戸市　編集／広報広聴課 
〒271－8588 松戸市根本387の5

047－366－1111（代表） 047－363－3200
https://www.city.matsudo.chiba.jp/

7月から自転車保険加入義務化



在宅で人工呼吸器を使用する人の

非常用電源購入費用を助成
健康福祉政策課☎704－0055

　災害などの停電時にも人工呼吸器を使えるよう、非常
用電源の購入費用の一部を助成します。購入の際は、医
療機器の消費電力を踏まえ、かかりつけ医などに相談し
てください。
対象者市に住民登録があり、在宅で人工呼吸器を使用している人
※医療機関や障害者施設などに入院・入所中の人や、睡眠時無呼吸症候群な
どを治療するC

シ ー パ ッ プ

PAPの人は対象外です。
対象用品正弦波インバーター発電機、ポータブル電源（蓄電
池）、DC/ACインバーターなど
補助金額購入合計金額（税込）の9割（上限10万円）
※生活保護受給世帯・非課税世帯は10割。
市ホームページをご覧ください 市ホームページ

上限
10万円今年度の今年度の

松戸花火大会松戸花火大会はは
秋の開催秋の開催をを
予定しています予定しています

7月10日㈰7月10日㈰はは
参議院議員通常選挙参議院議員通常選挙のの

投票日投票日ですです
～投票で 自分のいいね 伝えよう～

（千葉県統一標語）

問市選挙管理委員会事務局☎366－7386
〔投票日当日は☎366－7222（7時～21時）〕

市ホームページ
「参議院議員

通常選挙のお知らせ」

投票所入場整理券を封書で郵送しました
　封筒の宛名には世帯全員（選挙人名簿登録者）の氏名が記載され、封筒の
中には同一世帯全員分（1人1枚）の投票所入場整理券が同封されています。
　投票所入場整理券を紛失した場合や郵便事情で届かなかった場合でも、市
の選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員に申し出
てください。

投票方法
千葉県選出議員選挙 千葉県選挙区の候補者の中から、投票したい
候補者氏名を記入してください。
比例代表選出議員選挙 政党などが届け出た名簿に登載された候補者の
中から、投票したい候補者または政党などの名称を記入してください。
投票日当日の投票
　投票所入場整理券に記載された投票所で投票してください。自身の
氏名が記載されている整理券をお持ちください。　※令和4年6月10
日以降に市内転居の届け出をした人は、旧住所地の投票所が投票場所
になります。
投票時間7時～20時
期日前投票
　投票日当日に投票に行けない人は、期日前投票所をご利用ください。
投票期間7月2日㈯～9日㈯（市役所は6月23日㈭から）

投票できる人 　
　平成16年7月11日までに生まれ、令和4年3月21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、市の選挙人名簿に登録されている
人。　※3月22日以降に松戸市へ転入した人は、旧住所地の選挙管理委員会
へお問い合わせください。

市ホームページ
「投・開票速報」

選挙公報
　7月7日㈭までに、新聞（朝日・産経・千葉日報・東京・日経・毎日・読
売）の各紙朝刊に折り込む他、市役所や各支所などの市の公共施設に備え置
きます。

当日の投・開票速報、結果をお知らせ
　市ホームページで当日の投・開票速報や開票結果を掲載します。
　※開票は7月10日㈰21時15分から運動公園体育館で行います。

郵便等投票制度
　身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持ち一定要件を満たす人、また
は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は、あ
らかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、郵便などに
より不在者投票ができます。詳細はお早めに同事務局へお問い合わ
せください。

期日前投票所 
(1 階またはエレベーターなどが設置されています ) 投票時間
松戸市役所 本館 2階大会議室※

8:30 ～ 20:00

常盤平市民センター 1階第 1会議室
小金支所（ピコティ西館） 小金保健福祉センター

3階待合室
小金原市民センター 2階会議室
六実市民センター別館 2階第 1会議室
馬橋集会所 1階集会室
新松戸市民センター 3階第 2会議室
総合福祉会館 1階ロビー
東部クリーンセンター 管理棟 1階大会議室
ヨークプライス五香店 2階奥

10:00 ～ 20:00プラーレ松戸 6階パティオ
テラスモール松戸 4階北モール

エレベーターホール
※市役所本館2階へは新館のエレベーターで2階へ。新館と本館の連絡通
路に車椅子用階段昇降機を設置しています。

千葉県明るい選挙
シンボルキャラクター
「せんきょ君」

　例年8月に開催していますが、今年度は秋の開催に向けて検討
を進めています。
　詳細が決まり次第、市ホームページや広報まつどなどでお知ら
せします。
問松戸花火大会実行委員会事務局（にぎわい創造課内）
☎366－7327

出張申請
サポート

マイナンバーカードマイナンバーカードをを
商業施設商業施設でで申請申請できますできます

顔写真を無料撮影

松戸市マイナンバーカードコールセンター☎366－8178〔8時30分～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕

　申請書の書き方や、申請に必要な顔写真の無料撮影など、マイナンバーカードの交付申請に必要な手続
きを各会場でサポートします。申請してから約1カ月半でカードを受け取れます。

時間各会場10時～18時（最終日は15時まで）
持ち物QRコード付き交付申請書
（なくても申請できます）　
※詳細は同コールセンターに電
話、または市ホームページをご
覧ください。

期間 会場
7/ 1 ㈮～ 11㈪ キテミテマツド
7/14 ㈭～ 29㈮ ヨークプライス五香店
8/ 1 ㈪～ 12㈮ イオンフードスタイル新松戸店
8/22 ㈪～ 31㈬ テラスモール松戸

市ホームページ

マイナンバー制度
マスコット
キャラクター

「マイナちゃん」

テーマ①明るい選挙の推進②きれいな選
挙の推進、棄権防止の呼びかけ
募集要件①四ツ切、八ツ切またはそれに
準じる大きさの画用紙で、１人１点まで
（描画材料は自由）②1点20字以内で1
人2点まで
応募資格市内在住・在学の小学～高校生
9月9日㈮〔必着〕までに、市内在学の

場合は各学校に、市外在学の場合は直接
または郵送で〒271－8588松戸市選挙
管理委員会事務局（☎366－7386）へ

明るい選挙啓発
①ポスター
②標語作品を募集

※以降の開催予定は、決まり次第市ホームページなど
でお知らせします。

音声案内により、相談内容に応じて担当部署に直接おつなぎする「松戸市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル」をご利用ください。

2 広報まつど　2022（令和4）年7月1日



同ダイヤル☎0120－415－111〔8時30分～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕

国保年金課国民年金班
☎366－7352

子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

国民年金保険料の国民年金保険料の
免除申請を受け付けます免除申請を受け付けます

子ども医療費の助成対象を
高校生相当年齢まで拡大

持ち物年金手帳などの基礎年金番号が分かるもの、身分証明書　※申請者・配偶
者・世帯主の離職日が令和2年12月31日以降の場合は、雇用保険受給資格者証、雇
用保険被保険者離職票などの退職の事実が分かる公的機関が発行した書類を持参。

免除対象期間7月～令和5年6月（申請日より過去2年分も可）
申請受付窓口国保年金課国民年金班、各支所、松戸年金事務所　
対象20歳～59歳の国民年金加入者で、申請者本人・配偶者・世帯主の前年の所得
が下表の金額以下または失業により保険料を納めるのが困難な人　※本人だけでな
く、配偶者や世帯主も各段階の免除基準に該当していることが必要です。

　これまで中学生までだった助成対
象年齢を、4月1日から高校生相当
年齢（15歳到達以後最初の4月1日
から18歳到達後最初の3月31日ま
で）まで拡大しました。
助成方法償還払い（窓口でいったん自己負担額を支払い、後日
申請による払い戻し）
※助成受給券の発券はありません。
必要書類
●高校生等医療費助成金交付申請書
●領収書の原本またはコピー（支払った日の翌日から2年以内
のもの）

●子どもの健康保険証のコピー
●保護者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
該当する人のみ
●加入健康保険組合からの給付金通知
●補装具の診断書など
●補装具の支給決定通知書
ちば電子申請サービス、郵送で〒271－8588

松戸市役所　子育て支援課児童給付担当室また
は直接同課同担当室・各支所へ

※令和2年度以前の申請をする場合は（　）内の金額が目安です。
※一部免除審査の際は、社会保険料控除額等を加味して審査を行うため上記の表と
金額が異なる場合があります。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年
2月以降の収入が大幅に減少した場合は、一部の期間
において臨時特例措置が適用される場合があります。
詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。

扶養人数 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除

２人（例：配偶者・子） 137万円
（127万円）

164万円
（154万円）

204万円
（194万円）

244万円
（234万円）

1人（例：配偶者） 102万円
（92万円）

126万円
（116万円）

166万円
（156万円）

206万円
（196万円）

扶養なし 67万円
（57万円）

88万円
（78万円）

128万円
（118万円）

168万円
（158万円）

免除対象となる所得の目安

令和4年度分令和4年度分

子育て世帯生活支援特別給付金を支給します

対象者令和4年3月31日時点で18歳未満の児童（一定の障害があ
る場合は20歳未満）を監護する以下のいずれかに該当する人
●�公的年金などを受けていることにより児童扶養手当を受給していない
●新型コロナウイルス感染症拡大の影響で収入が減少し、児童扶養手
当を受給している世帯と同水準の収入となったが、
令和4年4月分の児童扶養手当は受給していない

※令和4年4月分の児童扶養手当を受給している人
は申請不要です（6月28日㈫に支給済み）。

問子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

対象者令和4年3月31日時点で18歳未満、または令和4年4月1日から令和５年2月末までに
生まれた児童（一定の障害がある場合は20歳未満）を監護し、以下のいずれかに該当する人
●令和4年度分の住民税が非課税
●新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、住民税が非課税の人と同等と
認められる

※令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給してい
て、住民税が非課税の人は申請不要です（7月19日㈫支給予定）。

問�市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
　 0120－272－707

低所得の
子育て世帯対象

市ホームページ
「ひとり親世帯以外」

市ホームページ
「ひとり親世帯」

日本年金機構
ホームページ

ちば電子
申請サービス

償還払い申請受け付けを開始しました

臨時
特例措置が
あります

　申請方法などの詳細は、市ホームページをご覧ください。
　※両方の支給要件に該当した場合でも、重複して給付金を受け取ることはできません。

ひとり親世帯 ひとり親世帯以外

児童1人当たり5万円

国民健康保険国民健康保険
新しい国民健康保険被保険者証（黄色）を
７月末までに送付します
�保険証は「特定記録」で郵送します。期限切
れの被保険者証は、国保年金課または各支所
へ返却するか、はさみなどで細かく裁断して
から破棄してください。

8月以降の国民健康保険限度額適用認定証
が必要な場合は、再度申請が必要です
対象世帯主（社会保険などに加入している世
帯主を含む）と国保加入者全員分の所得申告
が済んでいて、申請日時点で国民健康保険料
に未納がない世帯
市ホームページでダウンロードできる申

請書に必要事項を記入して、郵送で〒271－
8588松戸市役所　国保年金課給付班へ
※新型コロナウイルス感染症の
影響による確定申告期間の延
長により、認定証の発行が遅
れる場合があります。

1人当たりの定額（均等割43,400円）+所得に応じた額
〔所得割=（総所得金額等－基礎控除額43万円）×8.39%〕

保険料の納付方法

●保険料の限度額は66万円●世帯の所得に応じ、均等割額が軽減される場合あり●これまで会社の健
康保険など（国保・国保組合は対象外）の加入者の被扶養者だった人は、資格取得後24カ月間は均
等割が5割軽減され、所得割額は0円（負担なし）

　特別徴収（年金からの天引き）と普通徴収（納付書または口座振替）があり
ます。詳細は通知書をご覧ください。

保険料の算出方法

国民健康保険コールセンター
　☎712－0141有効期限は有効期限は77月月3131日㈰日㈰ですです

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度
新しい後期高齢者医療被保険者証（ピンク色）と保険料の通知書を7月中旬に発送します
　保険証は「簡易書留」で郵送します。�※有効期間8月1日～9月30日。�10月1日からの後期高齢
者医療被保険者証は9月に発送します。

市ホームページ

国民健康保険被保険者証（ピンク色）・限度額適用認定証 後期高齢者医療被保険者証（緑色）

以下に該当する人は、申請により交付を受けられます。
対象世帯全員が市町村民税非課税の人限度額適用・標準負担額減額認定証

対象市町村民税課税所得が145万円以上690万円未満の人限度額適用認定証
直接国保年金課後期高齢者医療班または各支所へ

後期高齢者医療制度にも医療機関や薬局の窓口での自己負担額を軽減する制度があります
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秋採りえだまめ農園
オーナー募集  要申込

農園 所在地 募集区画
（抽選）

品種
（予定）

高橋農園 旭町 50 ゆかた娘

須藤農園 幸田 60 天ケ峰

谷
や ぐ ち

口農園 平賀 70 湯上り娘

　農園主が栽培したえだまめの
収穫を、ふくらみ具合を確かめ
ながら体験できます。
収穫時期9月下旬～10月中旬ご
ろ（天候などにより変わる場合
があります）
費用1区画（約12m）3,000円

7月14日㈭〔必着〕までに、はがきに農園名・住所・氏名（ふりが
な）・日中連絡の取れる電話番号を記入して、〒271－8588松戸市役所
松戸市都市農業振興協議会えだまめ係（農政課内☎366－7328）へ
※1人1区画まで。

新鮮なえだまめを家族で味わってみませんか

　さまざまなかたちの“アート（芸術）”が流経大のキャンパスに集結！
ショーやパフォーマンス、SDGsに関連した作品展示やワークショップ
（体験会）などが楽しめる一般向けのイベントです。学生と一緒に楽し
く、見て、聞いて、触れてみませんか。
日時7月18日㈷10時～16時（予定）
会場同大学新松戸キャンパス
内容●プロのアナウンサーによる声のパフォーマンス●コンテンポラリー
ダンス●障害者チアリーディング●おもちゃを再利用したアート作品や障
害者アーティストの迫力ある絵画の展示など
費用無料
同大学総務課☎340－0001

※詳細は同大学ホームページをご覧ください。

流 通 経 済 大 学
海の日アートフェス

日時①7月22日㈮～28日㈭10時～16時②8月1日㈪～15日㈪8時30分～
17時（平日のみ）　※7月中旬ごろから市ホームページでも掲載します。
会場①アートスポットまつど（キテミテマツド9階）�
②市役所1階連絡通路
内容原爆写真、サダコと折り鶴ポスター、ユニセフの活
動、市出身知

ち ら ん

覧特攻隊員遺書など

平和パネル・ポスター展平和パネル・ポスター展

音声案内により、相談内容に応じて担当部署に直接おつなぎする「松戸市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル」をご利用ください。

①介護職員初任者研修
②介護福祉士実務者研修の
費用を一部助成
問介護保険課☎366－7370

要申込

同校ホームページ

同大学ホームページ

監査結果を公表します監査結果を公表します
　令和３年12月2日から令和４年
２月17日までの期間に実施した定
期監査結果の概要を公表します。
令和４年５月13日
松戸市監査委員　高橋　正剛

同　　　　三好　徹
同　　　　高橋　伸之
同　　　　大塚　健児

問監査委員事務局☎366－7385

監査の対象 街づくり部（10課）、
消防局（5課）、健康福祉部（4課）、
子ども部（6課）、福祉長寿部（9課）

監査の結果 監査の結果は、監査
した限りにおいて、おおむね適正に
執行されているものと認められた

※�監査結果の全文は、行政資料センター、図書館本館、市ホーム
ページで閲覧できます。

　市内の介護施設などで働いている人向けに、研修費用を助成します。詳
細は市ホームページをご覧ください。
対象以下の全てを満たす人
●令和3年4月1日以降に①介護職員初任者研修②介護福祉士実務者研修
の過程を修了している●申請日において市内の介護保険サービス事業所
などに6カ月以上継続して就業している●市税を滞納していない●他の公
的な制度による助成を受けていない●研修に関する費用の支払いが完了
している
助成額受講料と教材費の半額（1,000円未満端数切り捨て）　
※上限額①50,000円②100,000円。
助成人数先着①20人程度②15人程度
令和5年2月28日㈫〔必着〕までに、申請書類を直接ま

たは郵送で〒271－8588松戸市役所　介護保険課へ
※定員に達した時点で受け付け締め切り。申請書類は市
ホームページでダウンロード可。

総合医療センター附属総合医療センター附属
看護専門学校見学会看護専門学校見学会

　今年度はオープンキャンパスの開催を中止します。

市ホームページ

介護職を介護職を
応援！応援！

平日9時から17時までに電話で同校☎367－4444へ
※令和5年度看護学生募集（看護科3年課程）の受付期
間、受験日などは同校ホームページをご覧ください。

会場同校
定員各先着30人程度（受験生のみ）　
持ち物上履き、筆記用具、不織布マスク

日程 時間

7/23㈯ 9:30～11:00
13:30～15:00

8/25㈭ 9:30～11:00
10/15㈯ 13:30～15:00

※詳細は受験案内書をご覧ください。
※賞与は令和4年度予定。
8月5日㈮〔消印有効〕までに、郵送で〒271－8588松戸市役所　

保育課（☎366－7351）へ

市立保育所職員募集
（任期付短時間勤務職員）

任期10月1日～令和7年3月31日（2.5年間）
勤務場所市立保育所（松戸市内17カ所）他
受験資格昭和33年4月2日以降に生まれた人（保育士・看護師は有資格者）
受験案内書配布場所市ホームページでダウンロードまた
は保育課、各支所、ハローワーク松戸で
試験日8月21日㈰
試験会場市役所

職種 募集人数 1日当たりの
勤務時間

月額給与
（地域手当込み） 賞与

雇用
保険

健康
保険

厚生
年金

保育士
10人程度 6.25時間

178,674円～
(昇給制度あり）

4.3
月分

○

○ ○
20人程度 6.25時間（朝夕2回勤務）

保育
従事
職員

10人程度 4時間（朝夕2回勤務） 90,580円 × ×

20人程度 6時間（朝夕2回勤務） 135,872円 ○ ○

10人程度
3時間（朝夕2
回またはいず
れか１回勤務）

67,936円 × × ×

看護師 若干名 6.25時間 200,427円～
(昇給制度あり） ○ ○ ○

市ホームページ

市ホームページ

総務課☎366－7305

市民から寄贈された戦中・戦後の資料、物品
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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　

図書館古ケ崎分館はバリアフリー化改
修工事のため臨時休館します

休館期間 8/1㈪～R5/3/31㈮　同分館
の返却ポストは7/31㈰17時まで利用で
きます。休館中はちば電
子申請サービスで予約本
の受け取り希望館を登録
してください 市立図書
館☎365－5115

今年度の松戸市消防団夏季特別訓練
大会は代替訓練を実施します

　競技形式の大会は開催しません 消
防総務課☎363－1116

令和4年度版ながいき手帳を発行しま
した

配布場所 高齢者支援課、
各支所など　※市ホーム
ページでダウンロード可

同課☎366－7346

7/10㈰～19㈫は夏の交通安全運動
期間

スローガン 自転車も　ルールを守る　ド
ライバー 重点目標 ◦自転車の安全利用
の推進◦飲酒運転や速度超過など悪質
危険な運転の根絶◦子どもや高齢者を
はじめとする歩行者の安全確保◦後部
座席を含めた全ての座席のシートベル
トとチャイルドシートの正しい着用の
徹底 市民安全課☎366－7341、松戸
警察署☎369－0110、松戸東警察署☎
349－0110

7月は「社会を明るくする運動」強調
月間

　犯罪や非行をした人の立ち直りにつ
いてみんなで考え、犯罪や非行が起き
ない社会をつくりましょう 同運動松
戸地区推進委員会事務局（地域福祉課
内）☎366－3019

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発送します

対65歳以上で、現在介護保険料を特別
徴収（年金天引き）している人または8
月・10月から特別徴収に変更になる人
※介護保険料の納付方法は自分で選択
できません　※新型コロナウイルス感
染症の影響で令和4年中の収入が著し
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
お問い合わせください 介護保険課☎
366－7370

文化ホール（展示）の使用受け付け
日7/13㈬10時30分から 会同ホール
区画の種類市民ホール（300㎡)、ギャラ
リー1～3（150㎡）使用期間 10/1㈯～
12/28㈬（除外日あり） 使用料、社会
教育関係団体登録証（該当団体のみ）

社会教育課☎367－7813

松戸都市計画決定・変更案の縦覧
縦覧期間 7/1㈮～15㈮まで各8時30分
～17時（平日のみ）縦覧場所 ①街づく
り課②都市計画課縦覧内容 ①第一種市
街地再開発事業②用途地域、高度利用
地区、防火地域および準防火地域（北
小金駅南口東地区）意見書の提出方法
7/15㈮〔消印有効〕までに、住所・
氏名・電話番号・意見を記入して、直
接または郵送で①街づくり課（☎366
－7376）②都市計画課（☎366－
7372）へ

松戸都市計画下水道変更案の概要縦覧
と公聴会

縦覧期間 7/1㈮～15㈮8時30分～17時
（平日のみ）縦覧場所 下水道整備課 公聴
会日時8/27㈯10時30分　※公述申出が
ない場合は中止会新松戸市民センター
対市内在住（法人可）公述の申出方法下
水道整備課（☎366－7361）へお問い
合わせください

大規模小売店舗の変更届出の縦覧と意
見書の提出

縦覧・意見書の提出期限 9/26㈪縦覧場所
商工振興課対象店舗 安蒜ビル、松戸ビ
ル、松戸ビル新館 同課☎711－6377

生活保護高齢者訪問員（会計年度任用
職員）募集

任用期間8/1～ R5/3/31勤務日数平日週
4日勤務時間 9時～17時業務内容 高齢の
生活保護受給者宅を訪問し、生活状況を
把握（公共交通機関・電動自転車を使
用)、簡易なパソコン操作応募資格 精神
保健福祉士、ケアマネージャー、社会福
祉士、社会福祉主事またはこれに準じる
と判断される人募集人数 1人時給1,460
円（期末手当あり、社会保険・雇用保
険加入）申電話またはFAXで生活支援
二課☎704－3986、 704－3985へ

環境審議会公募委員を募集
委嘱期間10/1～R6/9/30対他の公募委
員を務めていない市内在住の20歳以上
定2人以内（書類選考）申8/3㈬〔必
着〕までに、「環境への負荷の少ない社会
の形成に向けた取り組み」など環境に関
するレポート（1,000字程度、書式自由、
返却不可）と、件名「公募委員応募」・住
所・氏名・年齢・電話番号を記入して、
郵送またはEメールで〒271－8588松戸
市役所　環境政策課 mckankyou@
city.matsudo.chiba.jp（☎366－
7089）へ

借金の返済で悩んでいる人へ
　解決のための助言を行い、必要に応
じ法律専門家を紹介します（秘密厳守）
受付時間 平日8時30分～12時、13時～
16時30分 財務省千葉財務事務所多
重債務者相談窓口☎043－251－7830

7月の松戸競輪開催日程
場外開催1㈮取手（FⅠ）・平塚（FⅡナイター・
ガールズケイリン）、1㈮～3㈰小松島記念

（GⅢ）、3㈰～5㈫弥彦（FⅡ）、4㈪～6㈬
防府（FⅠ）、7㈭～10㈰福井記念（GⅢ）、
8㈮～10㈰富山（FⅠ）、16㈯～18㈷玉
野（サマーナイトフェスティバルGⅡナイ
ター）・宇都宮（FⅠ）・富山（FⅡ）、23㈯～26
㈫佐世保記念（GⅢ）、25㈪～27㈬小田原

（FⅠ）、27㈬～29㈮岸和田（FⅠ）、28㈭～
31㈰弥彦記念（GⅢ）、30㈯～8/1㈪京都
向日町（FⅡ） 公営競技事務所☎362－
2181

㈱セブン-イレブン・ジャパン シニア
お仕事説明会

　市と協定を結び、高齢者の見守りや
雇用促進などを行う同社が、店舗で行
うレジ接客などの仕事説明・個別相談
を行います日①7/6㈬②7/27㈬各10
時～11時30分会①六実②明各市民セ
ンター 対おおむね60歳以上 定各先着
10人程度申電話で高齢者支援課☎366
－7346へ

(公社)松戸市シルバー人材センター入
会説明会

日7/11㈪・25㈪各10時から会シニア交
流センター対臨時的・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

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7/15㈮10時～10
時30分〔雨天中止〕会前田公園（上本
郷）、北丘第2公園（五香）定各先着
100人 市民安全課☎366－7285

シティー・ミニコンサート『チェロで
奏でる名曲の調べ』

日7/20㈬12時15分～12時45分（11時
30分開場）会市議会議場 曲目 幻想小曲
集（シューマン)、タイスの瞑

めいそう

想曲（マス
ネ）他演奏者石崎翔子（チェロ)、和田
萌子（ピアノ）定先着80人申7/8㈮ま
でに、ちば電子申請サービスまたは往復
はがきに郵便番号・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、定
員あり、ちば電子申請サー
ビスで要申込）　※定員に
満たない場合は、7/11㈪か
ら電話受け付け

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ｣
日7/7㈭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） 障害者福祉センター☎383
－7111

ふれあい教室「朗読をきくかい」
日7/13㈬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①相談室②講座
日①7/26㈫13時30分～15時30分②
7/30㈯13時30分～16時30分会①新
松戸市民活動支援コーナー②まつど
市民活動サポートセンター内①いつも
の会議・イベントが盛り上がるファシ
リテーションのコツ②カードゲームで
SDGsを体験！～SDGs d

で

e地方創生～
講①同センター・副センター長②地域
づくりメディエーター・影山貴大氏対
①NPOや市民活動の運営に関わってい
る人②SDGsや地域活動に興味のある
中学生以上定先着①15人②20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

夏休みこどもボランティア体験教室
日①7/29㈮②8/23㈫各12時～16時
会①古ケ崎②新松戸各市民センター内
ハンドマッサージを通しての高齢者施
設でのボランティア体験対市内在住・
在学の小学1年生～18歳定各先着10人
申7/15㈮から、電話で(社福)松戸市社
会福祉協議会ボランティアセンター☎
362－5963へ

市ホームページ

ちば電子申請
サービス

 申し込み
フォーム

ちば電子申請
サービス

 日程 地区 会場 傍聴申し込み先 締め切り日

①
7/26㈫

明第2東 中央保健福祉センター 市民自治課☎366－7318
7/19㈫

② 東部 東部市民センター 東松戸支所☎703－0610

③
7/28㈭

小金原 小金原市民センター 小金原支所☎344－4151
7/21㈭

④ 明第2西 古ケ崎市民センター 市民自治課☎366－7318

⑤ 8/  1㈪ 馬橋西 馬橋市民センター 新松戸支所☎343－5111 7/25㈪

⑥ 8/  2㈫ 明第１ 稔台市民センター 市民自治課☎366－7318 7/26㈫

地区意見交換会
　各地区で町会・自治会長の皆さんと市長が懇談します時間①③10時から②④⑥13
時30分から⑤14時から申各締め切りまでに、電話で各傍聴申し込み先へ

庁舎整備検討委員会
日①7/5㈫18時～20時②7/11㈪14時
～16時会オンライン開催（傍聴は①議
会棟3階特別委員会室②市民サロン）
※傍聴定員など詳細は市
ホームページをご覧くだ
さい オフィス・サービス
創造課☎701－8611

農業委員会総会
日7/8㈮15時から会市役所新館7階大
会議室 傍聴定員先着5人（当日14時40
分から会場前で受け付け） 同委員会
事務局☎366－7387

教育委員会会議
日7/13㈬9時30分から 会京葉ガスF
松戸ビル5階会議室（傍聴は当日9時か
ら会場前で受け付け） 教育総務課☎
366－7455

入札監視委員会
日7/15㈮9時30分から会市役所新館5
階市民サロン傍聴定員先着5人（当日9時
20分まで会場前で受け付け） 契約課
☎366－1151

子ども・子育て会議
日7/22㈮18時30分から会市役所議会
棟3階特別委員会室 傍聴定員先着10人
（当日18時15分から会場前で受け付
け） 子ども政策課☎704－4007

※この他の9地区は、10月～11月に開催予定。 

会議

市ホームページ

講座・講演・催し

お知らせ
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夏休み親子消費者教室
受講生募集 要申込

各講座の締め切り日〔必着〕までに、ちば電子申請サービスまたは直接（はがき持参）、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松戸市新松戸南2の2　青少
年会館（☎342－9930）へ　※はがきは、1教室につき1枚必要。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3密を避けるなど十分に対策を講じて講座を実施します。

①エシカルライフはじめの一歩
〜楽しく作ろう！マイ・エコバッグ〜
日程7月22日㈮　会場ゆうまつど　講師コープみらいエコサポーター
持ち物筆記用具、エプロン　費用1組600円　※子2人の場合は900円。

②こども電気教室〜クリップモーター作りに挑戦！〜
日程7月26日㈫　会場勤労会館　講師（一財）関東電気保安協会スタ
ッフ　持ち物筆記用具、単3電池1本　※子2人の場合は単3電池2本
費用無料

③冷熱実験・マイナス162℃の不思議な世界を体験してみよう！
日程7月29日㈮　会場ゆうまつど　講師京葉ガススタッフ
持ち物筆記用具　費用無料

④親子で学ぶお金の教室〜お金を上手につかうには？〜
日程8月2日㈫　会場ゆうまつど　講師日本消費生活アドバイザー・コ
ンサルタント・相談員協会（NACS）・早

は や の

野木
こ

の美
み

氏　持ち物筆記用具
費用無料
共通時間10時～12時　対象小学3年～6年生とその保護者
定員①20組②〜④各15組（抽選、1組3人まで)　※要マスク着用。
※一時保育あり（0歳6カ月～小学2年生、各先着3人、当選後に要申込）。

7月11日㈪〔必着〕までに、ちば電子申請サービスまたは往復は
がき（1組に１枚）に希望教室名、住所、参加者全員の氏名（ふりが
な）、子の年齢・学年、電話番号を記入して、〒271－8588松戸市役
所　消費生活課「夏休み親子消費者教室」係（☎366－
7329）へ
※1枚のはがきで複数教室応募可。抽選結果は7月13日㈬

以降に通知。定員に満たない場合は7月15日㈮から電
話で受け付け。

要申込夏夏のの青少年教室青少年教室

ちば電子申請
サービス

　昨年に続き、夏休み「親子モーター工作教
室」をリモートで開催します。夏休み期間だけ
アクセスできるサイトを見ながら、工作にチャ
レンジしてみませんか。
対象市内在住の小学4年～6年生
定員200人（抽選）
※7月下旬までに、工作キットを

ご自宅へ郵送します。
マブチモーター㈱ホームページ

をご覧ください 同社ホームページ
今回の工作

〝きまぐれアシカの輪なゲーム″

夏休み夏休みににモーター工作モーター工作ににチャレンジ！チャレンジ！要申込
リモート開催

　8月12日㈮に行う小学生向けイベント『夏休みは遊びの基地・青少年会館
へ』の企画運営や、その後の夏休み期間に自分たちがやってみたいことを自由
に企画・実施してみませんか。
日時7月23日㈯15時～17時　※以降、まずはイベントに向けて7月下旬～8月
上旬の間に3～4回程度集まり、イベントに向けて企画・準備を進めます。
会場同館　対象中学～大学生（市内在住・在学優先）
講師だいすき松戸！子どもフェスティバル実行委員会　費用無料

7月20日㈬までに、ちば電子申請サービスまたはEメール
に件名「自由に企画　小学生向けイベント」・住所・氏名（ふ
りがな）・性別・年齢・電話番号を記入して、青少年会館
mcseishounenkaikan@city.matsudo.chiba.jp（☎342－
9930）へ

青少年会館で“やりたい”を形に★

ちば電子申請
サービス

自由にPlan＆Try！要申込

種類 教室名 日時 会場 講師 対象（市内在住・在学）定員（抽選） 費用 締切日

文
化

カヌーに乗って江戸川探検 7/23㈯、8/6㈯
9:30～12:30〔荒天中止〕

江戸川河川敷
（上葛飾橋下） NPO松戸市カヌー協会

小学4年～中学生
※小学生は保護者

の送迎が必要。
各20人 2,000円 7/11㈪

松戸のお宝☆文化財めぐりバスツアー
～親子で学ぶ松戸の歴史＆かやぶき古
民家で竹紙作り体験～

7/27㈬9：00～16：00 市内文化財
（市役所集合） 文化財保存活用課職員 小学3年～中学生と

その保護者 8組

無料

7/12㈫

声でお仕事☆声優を体験！〔全5回〕 7/28～8/25の㈭
10:00～12：00 青少年会館

合同会社
N
ノ ブ レ ス ス リ ー シ ッ ク ス  

OBLESSEwww・
瀬
せ と が わ で ぃ ー た い ち

戸川D太一氏
小学5年～6年生 10人 7/13㈬

自
然
・
科
学

セミの羽化を観察しよう 7/28㈭18:00～19：30
〔雨天時7/29㈮に延期〕

新松戸市民センター
新松戸中央公園 高校講師・小野梢

こずえ

氏 小学生とその保護者 10組
無料

7/  7㈭

鳴く虫とコウモリを観察しよう！ 8/24㈬・29㈪18:00～19:30
〔雨天時8/25㈭・30㈫に延期〕

江戸川河川敷
（樋野口川の一里塚集合）

プロナチュラリスト・
佐々木洋氏 小学生の親子 各20組 8/  9㈫

音
楽沖縄三

さ ん し ん

線を奏でよう☆〔全3回〕 7/29㈮～7/31㈰
各10：00～11：30 青少年会館 沖縄三線唄

う た し ゃ

者・
宮里英克氏 小学4年～中学生 10人 無料 7/15㈮

工
作

ベトナムをクイズで知ろう＆折り紙で
アオザイを作ろう！ 8/3㈬10：00～11：30

青少年会館

市国際交流員・
チュオン・トゥイ・ラン氏 小学1年～3年生 30人 無料 7/19㈫

レジンでキーホルダーをつくろう☆ 8/4㈭
10:00～11:30、13:00～14:30

レジン講師・
早見雅美氏 小学2年～6年生 各24人 300円 7/20㈬

夏のレザークラフト体験
～お財布とミニチャームを作ってみよ
う！～

8/16㈫11：00～12：00、
13：30～14：30、15：15～16：15

ももはら靴工房・
桃原佐和氏 小学3年～5年生 各10人 無料 8/  1㈪

徳川アイスを作ろう！ 8/18㈭9：45～12：30 ①戸定歴史館・市民会館
②オンライン

武蔵野調理師専門学校
講師・田島加

か ず お

寿央氏 小学生とその保護者 ①20組 ①300円
②無料 8/  3㈬

布をつまんで作る!?つまみ細工教室 9/10㈯
13：00～14：30、15：30～17：00 青少年会館 つまみかんざし彩野・

藤井彩野氏 小学3年～中学生 各24人 300円 8/26㈮

ス
ポ
ー
ツ
・
ダ
ン
ス

初めてでも楽しい！
本格ダーツ教室

①8/13㈯②8/14㈰各13:00
～15:00、15:30～17:30

青少年会館

ダーツ講師・
熊木祐介氏

①小学3年～4年生
②小学5年～6年生 各14人

無料

7/29㈮

キッズ☆ヒップホップダンス
〔全11回〕

9/2～10/28の㈮、
11/2㈬各19:15～20:15
※11/3㈷発表。

㈱One play. 小学3年～6年生 30人 8/18㈭

ちば電子申請
サービス
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NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室

参加費
無料！

目指せ未来のクリエイター！応募者全員に参加賞参加賞あり！

　コンテンツ産業を応援する市と、プログラミング教室を運営する㈱ C
シーエー

A 
T

テ ッ ク

ech K
キ ッ ズ

ids が連携して、小・中学生対象のプログラミングコンテストを開
催します。ゲームやアプリなど、自分で開
発したオリジナル作品をご応募ください。
対象市内在住・在学の小・中学生
※詳細は同コンテストホーム

ページをご覧ください。
9 月 30 日㈮までに、同コンテ

ストホームページで

小学生 プロ仕様の機材で体験できる！
プログラミング教室 要申込

　ゲームソフト「マインクラフト」
でプログラミングを体験しよう！
日時7月16日㈯・17日㈰各10時
～12時、13時～15時　会場ジェ
クサー・eスポーツステーション
JR松戸駅店　講師同店スタッフ　対象市内在住・在学の小学生（付
き添い1人まで）　定員各先着10人　費用無料

7月15日㈮までに、直接または電話で同店☎701－7531（10
時～19時）へ

にぎわい創造課☎366－7327

小学生 子ども向けプログラミング教室
コーダー道場まつど 要申込

　無料の子ども向けプログラミング
道場です。奇数月の第1土曜日に開
催しています。
日時7月9日㈯13時30分～15時
30分　会場松戸観光案内所（松戸
駅下車）　対象マウス操作ができる小学生（要保護者同
伴）　持ち物ノートパソコン（貸し出しあり）
定員先着8人　費用無料

C
コ ー ド

ode f
フ ォ ー

or M
マ ツ ド

atsudoホームページで
にぎわい創造課☎366－7327

小学生～高校生 プログラミングカフェ
　㈱C

サ イ ゲ ー ム ズ

ygamesの協力を得て、松
戸地区の中高生の居場所で開設
しているプログラミングができ
るフリースペースです。
日時毎週土・日曜各11時～17時
会場中高生の居場所松戸地区

「P
ポ ッ プ コ ー ン

opcorn Matsudo」（文化
ホール内）　対象小学生～高校生

子どもわかもの課☎366－7464
同カフェ☎090－9397－4830（開館日のみ）

プログラミンプログラミンググをを学ぼう！学ぼう！

自慢のゲーム・アプリでコンテストに挑戦しよう！
MMAATTSSUUDDO O KKIIDDSS

プログプログララミミンンググココンンテテスストト22002222 要申込

同コンテスト
ホームページ

同団体
ホームページ　松戸・野田・柏・流山・我孫子・鎌ケ谷市内の計13施設に隠された

パネルを探して、謎解きに挑戦しよう！正解した問題の数に応じて、
抽選ですてきな賞品をプレゼントします。
開催期間8月31日㈬まで

9月14日㈬〔消印有効〕までに、郵送でパンフレット付属のはが
きを送付または県ホームページで
※パンフレットは県ホームページでダウンロードできる他、東葛飾

地域振興事務所、各市役所、パネル設置場所などで配布しています。

千葉県東葛飾地域振興事務所企画課☎361－2175

県ホームページ

賞 賞品 当選者数
A賞（全問正解） NECグリーンロケッツ東葛サイン入りホッケーシャツ 10人
B賞（12問正解） 東葛地域各市特産品詰め合わせ（4,000円相当） 24人
C賞（8～11問正解） チーバくん特製QUOカード（3,000円相当） 30人
D賞（4～7問正解） チーバくんグッズ詰め合わせ（2,000円相当） 40人
E賞（1～3問正解） チーバくん缶バッジ 50人

チーバくんのまち探検！チーバくんのまち探検！ ininとうかつとうかつ

来場した子どもには
「たなばたぬりえ」を

プレゼント！

街で出会う子どもたち
～非行と虐待を巡って～

青少年健全育成講演会

　近年の非行や問題行動を起こす少年・
少女について、非行と虐待の関係から理
解を深めます。
日時7月16日㈯13時～15時（12時30分
開場）　会場市民劇場　講師千葉大学大学
院社会科学研究院教授・後藤弘子氏
定員先着300人（席数を制限する場合あり）　費用無料

子どもわかもの課☎366－7464
※一時預かりあり（6カ月～小学2年、先着5人、電話

で同課へ要申し込み）。

後藤弘子氏

夏休み親子ごみツアー
（施設見学）要申込

8月①8日㈪②23日㈫各8時50分市
役所地下玄関集合、12時15分解散
見学施設①日暮クリーンセンター、
民間資源化施設、和名ケ谷クリー
ンセンター②松戸市リサイクルセンター、和名ケ谷ク
リーンセンター　対象市内在住の小学3年以上とその保
護者（乳幼児不可）　定員各先着20人（参加者が10人
未満の場合は中止）　費用無料
①7月22日㈮②8月5日㈮までに、電話で廃棄物対策

課☎704－2010へ

松戸市ごみ減らし
シンボルキャラクター・

クリンクルちゃん

特別投影 キッズ・デー★たなばた
日時7月2日㈯・3日㈰各10時30分、11時30分、
13時30分、14時30分、15時30分（各30分）
内容星空紹介と七夕にまつわる物語

7月の番組
投影日土・日曜、祝日、7月21日㈭以降の水・木曜 
キッズ＆ジュニアアワー 南斗と北斗の仙人
時間10時30分（土・日曜、祝日のみ）、13時30分（水・木曜のみ）、14時30分

（各20分）　※2日㈯・3日㈰終日、9日㈯・30日㈯10時30分の回は休演。
内容星と星座にまつわる子ども向けのやさしいお話

一般投影 星占いの星座～太陽がめぐる12の星座～
時間11時30分（文字解説付き、土・日曜、祝日のみ）、15時30分（各40分）
※2日㈯・3日㈰終日、9日㈯・30日㈯11時30分の回は休演。
内容黄道十二星座にまつわるお話と星空紹介

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分前から同館2階で受け付け

親子天文教室工作 地球と月のメジャーボックス 要申込
日時7月29日㈮①10時30分～12時②14時～15時30分
内容天体観測の際に月と地球の距離を測れるメジャーを作成（1組
1つ、刃物使用）　対象小学生とその保護者（1組3人まで、①は市
内在住者のみ）　定員各30組（抽選）　費用無料

7月8日㈮17時までに、市ホームページの申し込みフォームで

同館☎368－1237

謎解き！謎解き！

千葉県マスコット
キャラクター・

チーバくん

松戸市内の対象施設は「県東葛飾合同庁舎」
「戸定邸（月曜定休）」「ユーカリ交通公園」だよ！

2021まつどシティ賞受賞作品

にぎわい創造課☎366－7327
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市民なら誰でも気軽に受講できます
市内ソフトバンクショップで市内ソフトバンクショップで
無料スマホ講座スタート！無料スマホ講座スタート！要申込

店舗名 住所 電話番号
松戸東口 松戸1178　イセウビル4階 360－7731
新松戸 新松戸南1の377 309－5151
東松戸 東松戸3の5の18　LE・ZINDE1階 312－9888

松戸二十世紀が丘 二十世紀が丘丸山町8 712－0085

　ソフトバンク㈱と市の協定に基づき、市内のソフトバンクショップでスマホアドバ
イザーによる市民向けの講座が始まりました。
　年齢に関わらず、スマートフォンを持っていなくても、家族・友人などグループ単
位でも受講できます。これを機会に、便利なスマートフォンを使ってみませんか。

　市内の福祉施設などでボランティアを行う高齢者を募集し
ています。社会参加・地域貢献を行いながら介護予防にもつ
ながります。
　活動時間に応じて貯めたポイントを、お金や商品に交換す
ることができます。興味がある人はぜひ登録説明会にご参加
ください。
ボランティアを行う施設高齢者施設、障害者施設、放課後児
童クラブなど
内容レクリエーション・行事の指導・補助、散歩など移動の補
助、会話・朗読・話し相手、配膳・お茶出し、寝具・洗濯物の
整理・清掃など
ポイントの交換先年間最大5,000円の交付金または障害者就労
施設などが製作した商品
対象市内在住の65歳以上

持ち物筆記用具
各開催日前日までに、電話で（社福）松戸市社会福祉協

議会ボランティア推進課☎362－5963へ

日時 会場
7/15㈮ 13:30～14:30 東部市民センター
8/26㈮ 10:30～11:30 小金市民センター
9/15㈭ 13:30～14:30 馬橋市民センター
10/14㈮ 新松戸市民センター

登録説明会

高齢者も楽しく学べる！ オンライン体験講習会オンライン体験講習会 要申込

　高齢者がコロナ禍でも安心して交流できるよう、オンラインでのテレビ通話などの使い方を学
べる講習会を実施します。申し込むには事前説明会への参加が必要です。
※講習会は千葉大学予防医学センターと市の共同プロジェクトである「松戸プロジェクト」の
一環として行われます。効果検証のためのアンケートを講習会の前後に行いますので、ご協
力ください。

講習会期間8月～12月の間の5～7週間程度　※グループに分けて、時期をずらして実施します。
講習会の内容
初回の講習●タブレットなどの基本操作●文字の入力●コミュニケーションツールなどの使い方
2回目以降 自宅で講師のサポートを受けながら、オンラ
イン上での旅行・体操などさまざまなイベントを通じて
他の参加者と交流
※オンラインでの活動内容はグループによって異なり
ます。

対象市内在住の65歳以上の個人または3人以上の団体
持ち物タブレット、スマートフォンなど個人所有の端末
※端末を持っていない人には、タブレットを貸し出し
ます。

事前説明会

※会場の参加人数により、別の会場での参加をお願
いする場合があります。

日時 会場
7/11 ㈪ 10:00 ～ 11:30 小金市民センター

14:00 ～ 15:30 明市民センター
7/14 ㈭ 10:00 ～ 11:30 勤労会館13:00 ～ 14:30
7/22 ㈮ 10:00 ～ 11:30 八柱市民センター

14:00～ 15:30 東部スポーツパーク
7/30 ㈯ 10:00～ 11:30 新松戸市民センター

14:00～ 15:30 市民会館

電話またはEメールに件名「オンライン体験講習
会事前説明会申込」、氏名または団体名、年齢（個人
の場合のみ）、電話番号、希望日時を記入して、地
域包括ケア推進課地域支援担当室☎702－3652、
mckaigoyobou@city.matsudo.chiba.jpへ
※個人所有の端末を使用する場合は団体申込不可。

「通いの場」を支え、育てる「パートナー」
　平成28年に松戸プロジェクトの一環として、社会
参加による介護予防を目的に高齢者の「通いの場
（元気応援くらぶ）」の立ち上げと活動支援が始まり
ました。住民自身が主体的に運営し、人とのふれあ
いや介護予防の場となる「通いの場」は、今後のさ
らなる地域づくりの土台（プラットフォーム）の役
割も担える可能性があります。
　松戸プロジェクトにおける、介護予防を推進して
いくためのボランティア「パートナー」の役割の一
つは、「通いの場」という小さなプラットフォームを
育て、そのつながりを形成していくことです。
　現在、パートナーは自分の得意なことを活

い

かしな

がら、「団体運営支援」「情報発信・広報」
「オンライン推進」「事業者・専門団体の連携
支援」の4つのチームに分かれ活動をしてい
ます。パートナーの具体的な活動について、
説明会を実施します。ボランティアとして
何か活動をしたいと考えている皆さん、ぜ
ひご参加ください。

説明会
日時7月24日㈰14時～16時　会場市民会館
電話またはEメールに件名「パートナー説明会申込」、氏名、電話番号を記入して、同課同担

当室☎702－3652、 mckaigoyobou@city.matsudo.chiba.jpへ

地域包括ケア推進課地域支援担当室☎702－3652

　「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最終回は、ボランティアとして松戸プロジェクトに参加し
ている「パートナー」を紹介します。6

「通いの場」で講師がオンライン指導

対象市内在住の人（同行者は市外在住も可）　※ソフトバンクと契約して
いる必要はありません。　定員各回3～4人（店舗により異なります）
受講の前日までに、電話で各実施店舗へ

※7月1日現在、市内8店舗中4店舗で実施しています。最新の実施状況
は市ホームページをご覧ください。

※店舗によって定休日が異なります。各店舗に事前にご確認ください。

地域に貢献しながら、無理なく元気に介護予防

介護支援介護支援
ボランティア募集ボランティア募集

実施講座
基本的な操作●初めてのスマートフォン体験など
便利な使い方●アプリでネットショッピング●スマホ決済の使い方など
松戸市独自オリジナル講座●市公式ホームページの活用●市公式SNSの活用

実施店舗

市ホームページ

情報政策課デジタル戦略担当室☎710－8810

無料

要申込
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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）

健康ファイル
介護予防は笑いから「落語で介護予防」
日時7月20日㈬13時30分～15時　会場小金原市民センター　
内容落語と体操　定員先着30人　費用200円

電話で同センター☎344－8268へ

麻しん・風しん（MR）①第1期②第2期予防接種を
受けましょう
対象①1歳～2歳未満②平成28年4月2日～平成29年4月1日生まれ　
※②の対象者には、4月初旬に通知を送付済み。　無料接種期間令和5年3月
31日㈮まで　※麻しん・風しんの両方にかかった人は接種不要です。
持ち物予診票、予防接種番号、母子健康手帳、健康保険証、子ども医療費助成
受給券　※予診票・予防接種番号を持っていない人は、直接（即日発行）また
は電話（後日郵送）で健康推進課に申し込んでください。

同課予防衛生班☎366－7483

千葉県後期高齢者医療制度加入者は健康診査を
無料で受診できます 15要申込
　対象者には受診券を送付しています。ぜひご利用ください。
受診期間令和5年3月31日㈮まで　持ち物千葉県後期高齢者医療被保険
者証、受診券（黄色）

電話で受診券に同封の一覧に記載された市内委託医療機関へ
国民健康保険コールセンター☎712－0141

特定保健指導を受けてもっと元気、ずっと健康に！
15要申込

　生活習慣病の兆候が出始めた人は、特定保健指導を受けて改善に取り
組みましょう。保健師・管理栄養士などの専門職が効果的な取り組みを
支援します。
対象国民健康保険加入者で、特定保健指導の利用案内が届いている人
※服薬中の人を除く。　費用無料　

委託事業者から送付される利用案内をご覧ください
国保年金課健診班☎366－1121

明第1　☎700－5881 700－5567

介護者のつどい
7/9㈯10時～11時30分 勤労会館 家族の

介護をしているまたは経験がある人 先着8人
電話またはFAXで

本庁　☎363－6823 710－7198

体操教室 　
①7/8㈮10時～11時②7/22㈮14時～15時
①柿ノ木台公園体育館②ゆうまつど 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①20人②15人 ①
のみ上履き 7/4㈪～①7/6㈬②7/20㈬の間
に、電話またはFAXで（7/4㈪は10時から）

自分の身を守るための勉強会
7/12㈫10時～11時 ゆうまつど 電話d

で

e
詐欺の対応・対策 松戸警察署職員 市内在
住の65歳以上 先着20人 筆記用具 電話
またはFAXで

東部　☎330－8866 330－8867 

認知症予防教室〔全3回〕
7/5㈫・12㈫・19㈫各14時～15時30分

二十世紀が丘市民センター 同地区優先 先
着20人 電話またはFAXで

矢切　☎710－6025 710－6027

矢切いきいきライフ応援クラブ（体操教室）
　

①7/11㈪10時～11時②7/12㈫③7/19㈫
各13時30分～14時30分 ①矢切公民館②③
まつど市民活動サポートセンター おおむね
65歳以上 各先着25人 ③のみ上履き 7/1
㈮9時から、電話またはFAXで

馬橋　☎374－5533 374－5501 

介護予防教室
①8/2㈫②8/9㈫各13時45分～15時30分
①馬橋東②八ケ崎各市民センター 65歳以

上（同地区優先） 先着①20人②25人 7/1
㈮9時から、電話で

新松戸　☎346－2500 346－2514

初めてのZoom（オンライン）講習
7/12㈫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

花ももカフェ～地域のつどいの場～
7/21㈭13時30分～15時 新松戸市民セン

ター 認知症の人とその家族・介護者など 先
着15人 電話またはFAXで

馬橋西　☎711－9430 711－9433

認知症サポーター養成講座
7/26㈫10時～11時30分 馬橋市民セン

ター 市内在住・在勤 先着15人 筆記用具
電話またはFAXで

あたまとカラダの健康体操教室〔全2回〕　

①8/4㈭②8/15㈪各10時～11時 馬橋市
民センター ①体操②脳トレ おおむね65歳
以上（同地区優先） 先着30人 電話または
FAXで

小金　☎374－5221 349－0560 

認知症サポーター養成講座&出張相談会

7/13㈬14時～15時45分 小金市
民センター 認知症の症状や原因、
対応の仕方など 先着30人 電話ま
たは申し込みフォームで

常盤平　☎330－6150 330－6260

薬局の上手な使い方
7/13㈬13時～14時 常盤平市民センター　
先着25人 電話またはFAXで

申し込み
フォーム

8月9日㈫15時～16時30分
会場ふれあい22　対象市内在住・在勤　定員20人程度（抽選）　費用無料

はがきに住所・氏名（ふりがな）・年齢・職業・電話番号・FAX番号
を記入して、郵送で〒271－8588松戸市役所　障害福祉課（☎366－
7348、 366－7613）へ

　まつど地域若者サポートステーション（まつどサポステ）ができる
支援をご紹介します。家族だけで悩まずに、ぜひご相談ください。
日時7月5日㈫13時30分～14時、7月23日㈯10時30分～11時
会場まつどサポステ（松戸商工会議所別館2階）
対象働くことに悩んでいる無職または雇用保険未加入の15歳～49歳の
家族　定員各先着4人　費用無料

電話でまつどサポステ☎703－8301へ（月曜～土曜9時30分～
16時30分）

市では、地域での買い物やグループ活動、イベントなどさまざまな地域の活動
に活用できる「グリーンスローモビリティ」の導入を進めています。今年度の事業
にご協力いただける皆さんを公募します。詳細は市ホームページをご覧ください。
日時7月7日㈭14時～16時
会場市役所議会棟3階特別委員会室（オンライン参加可）
公募対象①通年で運行する地域
　　　　②4週間実証調査する地域
　　　　③運用の支援・協賛などの協力者

7月5日㈫17時までに、電話、FAXまたはEメールで地域
包括ケア推進課地域支援担当室☎702－3652、 366－
7748、 mckaigoyobou@city.matsudo.chiba.jpへ

働くことに踏み出せない家族がいる人へ働くことに踏み出せない家族がいる人へ

家族のための就職支援説明会家族のための就職支援説明会 要申込

市民向け手話講習会市民向け手話講習会 要申込

日常生活で使える手話表現を学びませんか日常生活で使える手話表現を学びませんか

☎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

※ 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など）を案内〕。

救急医療体制  ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

市ホームページ

グリーンスローモビリティ地域推進事業グリーンスローモビリティ地域推進事業
公募説明会公募説明会をを開催開催しますします

まつど健康マイレージ付与 …
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※飲み物を持参してください。　
※申し込みは全て当日会場で。　
※記載がない場合は費用無料。
※スポーツ推進委員主催。

●グラウンド・ゴルフ教室（地域祭）
7/3㈰9時～12時　会場新松戸中央公園
問矢野☎090－3107－0348
●ファミリースポーツ教室（地域祭）
7/3㈰9時～12時　会場新松戸西小学校
問宮崎☎346－4327
●スポレク祭 グラウンド・ゴルフ大会
7/10㈰9時～12時　会場六高台スポー
ツ広場　費用100円
問伊藤☎090－8027－8076
●キンボール教室
7/16㈯19時～21時　会場東部スポーツ
パーク体育館
問岩下☎090－5531－8004
●軽スポーツ・グラウンド・ゴルフ教室
7/16㈯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
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
7/17㈰9時～12時　会場幸谷小学校
問倉澤☎347－5314

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/

◆爆
ばくな ま

生 !! お笑い in 松戸 
9/4㈰11時、14時　会場大ホール　費用
全席指定4,000円（当日4,300円）　※3歳
以上有料、3歳未満入場不可
◆葉加瀬太郎コンサートツアー2022　
BEAUTIFUL　WORLD
9/11㈰16時　会場大ホール　費用全席
指定9,000円（当日9,500円)　※4歳以
下入場不可

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｡

◆松戸市民劇団本公演「人生いろいろ・
ハローナイツ無職旅情編｣　★
7/2㈯15時、7/3㈰11時　費用全席自
由2,000円
問石上☎090－8101－9347　※事前
申込制、未就学児入場不可
◆百

ひゃくじゃくかい

雀会　松戸舞踊会　
7/9㈯11時
問春

しゅんようみょうたくみ

謡妙匠☎090－5404－9530
◆2022 ピアチェーレ サマーコンサート
7/21㈭14時
問徳田☎080－3708－9201　※事前
申込制
◆きしきギター発表演奏会
7/22㈮13時
問きしきギター☎363－5439
◆津軽三味線椿正

まさのり

範コンサート　★
7/23㈯14時　費用全席指定4,000円
問同コンサート製作委員会☎080－1098
－6312

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）

◆黒坂黒太郎　コカリナひまわりコン
サートinまつど　(ウクライナの子ども
たちを支援)　★
7/10㈰13時30分
問同コンサート実行委員会・谷口☎090
－6494－0159
◆松戸フラフェスティバル
7/17㈰13時30分
問松戸フラ協会・戸張☎363－7078
◆Dreams on Stage Vol.9
7/31㈰16時30分
問同団体・川津☎080－1195－6777

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

2㈯ 15:00 GReeeeN LIVE TOUR 2022　 
「GReeeeNと不思議な大脱走」　★

ディスクガレージ☎050－5533
－0888（平日12時～15時）

9㈯ 10:30
14:00

デリシャスパーティ♡プリキュア　ドリー
ムステージ♪　★

劇団飛行船
☎03－4500－6810

16㈯ 12:30
18:30

JOYSOUND presents 小山剛志カラオ
ケ企画第12弾 
『カラオケMAX』　★

HANDS ON ENTERTAINMENT
info@handson.gr.jp

18㈷ 18:00 SkyPeace Tour 2022
 「Grateful for        」★

ディスクガレージ☎050－5533
－0888（平日12時～15時）

23㈯
11:15
13:45
16:15

しまじろう英語コンサート　夏公演 
FUN AT THE SUMMER FESTIVAL！  ★ 
※16:15の回はスペシャルアンコールあり

英語コンサート事務局
https://fag.l-tike.com/

contact/0067/

27㈬ 16:30 バレエスタジオティアラ発表会６ｔｈ 同スタジオ
☎080－8842－6280

小
ホ
ー
ル

2㈯ 14:00 混声合唱団　リンリーズ定期演奏会 ★ 浅井☎090－1111－5825
3㈰ 11:30 M&M音楽教室発表会 同教室☎388－8466
6㈬ 13:00 懐かしの昭和歌謡コンサート　★ 歌声サロンコンサート実行委員会

☎070－8979－6526
10㈰ 14:00 礒山久理ピアノ教室発表会 いそやま

☎331－6303
21㈭ 10:30 全日本ピアノコンクール予選 同コンクール運営委員会・松戸

☎090－9977－1751
23㈯ 17:00 小野田バレエアカデミー発表会 同アカデミー・小野田

☎340－2246

◆小林チェロ教室チェロコンサート
7/24㈰15時
問小林☎080－5440－2027
◆ピアノ発表会
7/30㈯17時
問笹田☎364－1424
◆リングミュージックスクール発表会
7/31㈰14時30分（子どもの部)、18時
（大人の部）
問同スクール☎050－5327－7782

◆田原俊彦 TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE‘T’TOUR 2022“Romanticist”
10/7㈮18時　会場大ホール　費用全席
指定7,500円　※2歳以下1人まで膝上鑑
賞可、3歳以上有料
◆劇団四季ミュージカル『ロボット・
イン・ザ・ガーデン』
10/9㈰17時30分　会場大ホール　費用
全席指定S席9,900円、A席6,600円、B
席3,300円　※2歳以下入場不可
◆ディズニー・オン・クラシック　
まほうの夜の音楽会　2022
11/26㈯17時　会場大ホール　費用全
席指定 S席8,900円、A席7,600円、SS
席12,000円　※未就学児入場不可

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

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（予約可） ㈪㈭

（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3㈪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
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報まつどに掲載している内容などが変更または中止となる場合がありますのでご了承ください。



●健康麻雀見学・体験会
日7月の㈪㈬㈭㈮各11時～16時会健康麻
雀サークルひまわりの会事務所（JR新八
柱駅下車）対経験者申電話で同会・小

お が

河
原
はら

☎090－8585－4572（昼間のみ）へ
◆中国人女性留学生による中国語教室見
学会
日7/2㈯13時15分～15時45分会五香
市民センター 定先着2人 申電話で五香
中国語会話教室・諏訪☎090－9817－
2314へ
◆柏市民吹奏楽団演奏会
日7/3㈰14時30分～16時30分会柏市民
文化会館問同楽団・山口☎090－3516
－8288
◆体幹を鍛えていつまでも動ける体に
日7/4㈪・18㈷各10時～12時会松戸新
田第一町会集会所（新京成松戸新田駅下
車）定各先着3人費各500円申電話で悠
悠太極拳同好会・足立☎090－1219－
4562へ
◆初級英会話無料見学会
日7/4㈪・11㈪・25㈪各10時30分～
11時30分会明市民センター定各先着5
人申電話でサンフラワー・大濱☎090－
2759－4230へ
●歌謡体操（体と脳の活性）
日7/5㈫・12㈫各15時～16時会新松戸
市民センター対60歳以上の女性定先着3
人費1回700円申電話で歌謡体操・小

こ せ き

関
☎080－5718－2973へ
●だれにでもできる！やさしい詩吟教室
日7/6㈬・13㈬各18時～20時会常盤平
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
●健康体操教室（ストレッチ、リズム体操)
日7月の㈭13時～14時30分 会東部ス
ポーツパーク体育館費1回500円申電話
で東部健康体操クラブ・岸本☎090－69
25－8112へ
●詩吟を楽しむ会
日7/7㈭・28㈭各13時～15時会新松戸
市民センター 持筆記用具 申電話で輝

きりゅう

龍
会
かい

・紺野☎090－1425－0487へ
●肺を元気にする吹矢無料体験会
日7/7㈭・14㈭・28㈭各13時～16時会
運動公園小体育室費各1,000円申電話で
日本スポーツウェルネス吹矢協会松戸支
部・丸山☎090－1129－7459へ
◆住宅リフォーム相談
日7/9㈯10時～16時会常盤平市民セン
ター問松戸住宅リフォーム相談員協議会
☎365－5252

◆緑あふれる千駄堀とヤマユリ香る芋の
作の森を巡る
日7/10㈰10時新京成八柱駅集合、12時
現地解散定先着20人費200円申電話で
東葛しぜん観察会・草野☎080－1136
－4348へ
◆エスキーテニス（インドアニュースポー
ツ）体験教室
日7/13㈬12時～14時会まつど市民活動
サポートセンター定先着5人申電話でま
つどエスキーテニスクラブ・石井☎090
－3876－4047へ
●大丈夫！初めはみんな、話ベタ・話し
方教室見学会
日7/14㈭18時30分～20時30分、7/28
㈭13時30分～16時 会市民会館 問電
話で実践話し方研究会・福原☎386－
3289
●社交ダンス入門クラス〔全3回〕
日7/15～29の㈮13時15分～14時15分
会市民交流会館文化施設 定先着5人 費
2,000円申7/8㈮までに、電話で舞

ま い む

夢新
松戸ダンスサークル・西☎090－6511
－3466へ
●【Zoom開催】「英語でのスピーチ力・
プレゼンテーション力・評論力を研く」
デモミーティング
日7/16㈯、8/6㈯・20㈯各14時30分～
16時30分対18歳以上申各前日までに、
電話で松戸トーストマスターズクラブ・
大村☎070－6448－1607（昼間のみ）へ
◆男子プロB級によるワルツ・チャチャ
チャの講習会〔全9回〕
日7/16～9/24の㈯（8/27㈯、9/10㈯
を除く）19時～21時会常盤平体育館費
3,000円問ダンスサークルメイ・江原☎
090－3341－1749
◆成年後見無料相談会
日7/17㈰10時～12時会要相談定先着
2人申電話で千葉県社会保険労務士会東
葛支部・白戸☎090－9752－7644へ
◆原爆写真展＆平和のつどい
日7/18㈷13時～16時 会六実市民セン
ター定先着60人費300円問同実行委員
会・荒木☎080－1366－8984
◆ともしび読書会
日7/21㈭10時～12時会ゆうまつど内課
題図書『かもめ食堂』群

むれ

ようこ著費200
円申電話で同会・大野☎361－1142へ
◆育児講座「親のための性教育」
日7/23㈯9時～10時30分会ケヤキッズ
保育園内小さい子への性教育の大切さや
対応を学ぶ定先着30人問同園・水間☎
703－8805

●松戸市パークゴルフ大会
日7/23㈯8時～13時会オスカーパーク
ゴルフ公園船橋コース内36ホールスト
ロークプレー対10歳以上費1,700円（会
員1,600円）申電話で松戸市パークゴル
フ協会・桜井☎090－2409－4671へ
◆手賀沼流域フォーラム全体企画子ども
向けワークショップ「ライトトラップで夜
の虫を探そう！」
日7/29㈮18時～20時〔小雨決行、荒天
翌日〕会五本松公園（我孫子市）講㈱B

ビ オ

io
t
ト ー プ

opG
ギ ル ド

uild代表取締役・三
みつもり

森典
のりあき

彰氏 対3
歳児～小学6年生とその保護者定15組（抽
選）持懐中電灯、飲み物 申同フォーラム
ホームページ https://teganumaforum.
comをご覧ください問同フォーラム実行委
員会事務局・竹内☎090－3907－8355
●硬式テニス教室（①②③ジュニア④⑤
初心者）
日①8月～11月の㈪㈮㈯のいずれか、8
月～10月の④㈫②㈬③㈭⑤㈮会①金ケ
作公園②松戸中央公園③④⑤栗ケ沢公園
各庭球場対①②③5歳～小学生（①の土
曜のみ中学生可）④⑤中学生以上費①④
各10,000円②③各7,500円⑤9,000円申
電話で松戸市テニス協会☎341－1133
（㈫㈭㈯12時30分～16時30分）へ

●市民ハゼ釣り大会
日①7/30㈯13時30分～14時30分②
7/31㈰9時～15時会①市民劇場②旧中
川ふれあい橋付近内①事前説明会②ハゼ
釣り大会対先着20人　※道具の貸し出
しあり費1,000円（小学生以下500円）
申電話で松戸釣りクラブ・大和田☎080
－3099－3929へ
◆林千

ちかつ
勝講演会「松戸から創る明るい日

本の未来」
日7/31㈰14時～16時40分会松戸商工会議
所（松戸駅下車）定先着130人費2,000円
（高校生以下無料）問松戸が好きになる！
歴史勉強会・井関☎090－4960－1117
◆パソコン初心者講習「基本操作とデー
タの整理他」
日8/31㈬までの希望日10時～12時、13
時～15時、15時～17時会NPO快適IT
空間松戸教室（市民劇場向かい）定各1
人費2,000円申電話で同NPO・石井☎
703－7284へ
●松戸市ソフトバレーボール交流会
日9/11㈰9時～15時会小金原体育館対18
歳以上の個人・チーム定先着30人費1人
200円申 E メー ル で松戸市ソフトバレー
ボール協会・宮下 miya_happy2019@
yahoo.co.jp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

　女王バチを中心に、大群で樹木
や電柱などに塊を作ることがあり
ます。数日経過しても状況が変わ
らない場合、殺虫剤などは使用せ
ずに、同課までご連絡ください。

アシナガバチの巣は、
円すい形または平たい
丸形です。巣の周りに
ハチがたくさん付いて
いるのが特徴です。

スズメバチは
縞
し ま

模様が入っ
た球状の巣を
作ります。

スズメバチの巣（7月以降）

　７月以降はハチの数が増え、巣も次第に大きくなってくるため、周辺の人に危害を加える場合があります。ハチは雨風がしのげる場所であれば、
どこにでも巣を作る可能性があります。自宅の周りで巣を見つけたときは、同課までご相談ください。

※営巣の場所によっては、同課での駆除ができないことがあります（高所など）。
※駆除には所有者または居住者からの連絡、立ち会いが必要です。

アシナガバチミツバチ スズメバチ

アシナガバチの巣（7月以降）

ハチの巣を見つけたらすぐやる課すぐやる課へご連絡を

ミツバチの分
ぶんぽう

封

問すぐやる課☎366－7302

市ホームページ

巣を作りやすい
場所

　詳細は市ホー
ムページをご覧
ください。

◦軒下◦戸袋の中◦窓枠◦換気扇フードの中◦生垣の中◦室外機の中や外
◦集積所◦庭木◦草むらの中◦電気メーターの中◦通気口など

●リズミック・カンフー八ケ崎クラブ
日㈬10時15分～11時45分会八ケ崎市
民センター 対30歳～79歳 定先着5人
費月4,000円 2,000円問成嶋☎341
－6663
●生涯大学よさこい元気会
日㈭11時～13時会明市民センター対
55歳以上費月1,500円問山

や ま の べ

野辺☎388
－5481
●体操クラブはつらつ柿の木台
日㈭13時～15時会柿ノ木台公園体育館
対60歳～89歳定先着10人費月1,000
円 1,000円問菅

す が の

野☎080－1037－
0883
●JHD卓球クラブ（ダブルス）
日㈪㈬各11時～13時会小金原体育館対
50歳～75歳定先着5人費月750円
1,000円問金井☎090－2170－0146
●松戸ベアーズスポーツ少年団（ミニバ
スケットボール）
日㈫㈮㈯㈰㈷　※時間は都度連絡会柿
ノ木台小学校 対5歳～9歳費月2,500
円 1,500円問山本☎090－6525－
4939

●八柱囲碁クラブ（初級～上級）
日㈭13時～15時会八柱市民センター
内囲碁の講習、大盤対局と解 説 費年
3,000円問高橋☎391－7743
●矢切陶芸クラブ
日①㈫②㈮各9時～12時会矢切公民館
定先着①4人②2人費月500円 3,000
円問美和☎090－1430－3365
●国際交流カリフォルニアクラブ
日①第2㈯10時～12時②第1または第2
㈫13時30分～15時30分会河原塚南山
自治会館（東松戸駅下車）内演劇活動
を通して、世代を超えて地域に住む外
国人との交流を目指す対②は大人のみ
持好きな本費月500円（中学生以下無
料）問岩尾☎391－6545
◆エンジョイイングリッシュサークル
（外国人講師による日常英会話）
日㈭14時～15時30分会根本倶楽部
（松戸駅下車）費月5,000円 5,000
円問齋藤☎364－0607
◆松戸囲碁サークル（初級者歓迎）
日㈰9時～13時会市民会館 問小沢☎
360－1666

会 員 募 集
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人口と世帯 〔2022（令和4）年6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 497,579  人 〔 195 〕 男 247,079  人〔 44〕
世帯 246,639  世帯〔 416 〕 女 250,500  人〔 151〕2022.7.1

（令和4年）

12

　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。

心し

ん

た汰
ち
ゃ
ん

椿つ
ば
き

ち
ゃ
ん

永え

ま茉
ち
ゃ
ん

令和３年５月生
一歳のお誕生日おめでとう！
これからもいっぱい食べて、
遊んで、ねんねして、スクスク
元気に育ってね。

令和３年12月生
いつもニコニコ笑っているね。
そんな笑顔が大好きだよ。

令和2年4月生
いつも元気にかけまくりであま
りに早くて追いつけません。お
兄ちゃんに負けず劣らずヤン
チャ坊主です。

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)・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!

130

　このたびの市長選挙の結果、引き続き市政を担わせ
ていただくこととなりました。今後ともよろしくお願
いいたします。　今号では、市民の皆さんの安全を守る
ための取り組みを3つご紹介します。
　1つ目は、電話de詐欺撃退用「簡易型自動録音機
（録音チュー）」を市内在住の70歳以上の方に1万個を
無償配布します。この録音機を設置した受話器で電話
に出ると自動で「振り込め詐欺防止のため、通話内容
を録音します」という音声が流れます。不審な電話は
「通話を録音します」という音声が流れると切るケー
スが多いようです。令和3年に市内で発生した電話de
詐欺の被害は、169件4億4,065万円となっており、特
に高齢者の被害が多いことが分かっています。同録音
機は市民安全課窓口または郵送で配布しています。ぜ
ひこの機会に利用していただき、少しでも被害を減ら
すことができればと思っています。
　2つ目は、災害時にパソコンやスマートフォンで、市
ホームページに掲載しているURLやQRコードを読み取
るだけで、避難所の開設状況・混雑状況が確認できる
サービスの利用を開始しました。コロナ禍に災害が発生
すれば感染防止対策のため、避難所の収容人数を従来並
みに確保することが難しくなります。一部の避難所に人
が集中することを避ける分散避難の際にもこのサービス
が有効だと考えています。災害時には、安全安心メール
やツイッターなどでご案内しますが、事前に市ホーム
ページ上で「避難所の開設・混雑状況の確認」と検索し
ていただき、URL・QRコードが掲載されているページ
をご確認いただき、災害に備えてください。
　3つ目は、千葉県では7月1日から自転車保険への加
入が義務化されました。まずはご自身やご家族が加入
している保険会社に自転車事故による損害賠償を補償
してくれる内容が含まれているかご確認ください。も
し補償が含まれていない場合は、保険会社で自転車保
険に加入するか、自転車安全整備店でTSマーク付帯保
険に加入してください（詳細は1面）。昨年、市内で
は315件もの自転車事故が発生しています。近年、高
額な損害賠償金が請求される事例もあります。私は休
日に健康増進を兼ねてサイクリングすることが趣味で
すが、この機会に自転車保険に加入しました。市民の
皆さんも万が一の事故に備え、自転車保険に加入しま
しょう。

市民の安全を守るために

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

場所 ①運動公園②新松戸プール③東部スポーツパーク
④和名ケ谷スポーツセンター
時間 ①②③9時〜17時④9時〜20時30分

※①②7月1日㈮〜15日㈮③7月1日㈮〜20日㈬の平日は
12時〜17時

利用できない日 ①7月9日㈯〔雨天の場合は10日㈰〕 
・31日㈰、8月25日㈭〔雨天の場合は26日㈮〕
②7月4日㈪・11日㈪③7月4日㈪・11日㈪・19日㈫
④7月19日㈫、8月15日㈪

 （公財）松戸市国際交流協会☎711－9511、
office@miea.or.jp

　台湾出身の宋さんと一緒に、肉まんを作って夏休み
の思い出を作ろう！
日時7月29日㈮10時30分〜13時30分　会場市民会館
講師まつど国際文化大使・宋

ソ ン

如
ル

芳
ファン

氏（台湾出身）
対象小学3年〜6年生と保護者　定員15組（抽選)
費用1組1,000円

7月14日㈭までに、申し込みフォームで

　アメリカ南部出身のブリアナさんが、英語と日本語を交えながらアメリカ
の南部の食べ物の歴史や特徴などについて紹介します。
日時7月30日㈯13時〜14時30分
会場文化ホール内国際友好ルーム
講師市国際交流員・B

ブ リ ア ナ

reanna H
ハ ン ド リ ー

undley氏（アメリカ出身）
定員30人（抽選）　費用無料

7月14日㈭までに申し込みフォームで

申し込み
フォーム

申し込み
フォーム

宋宋
ソ ンソ ン

さんと肉まんづくりさんと肉まんづくり

アメリカ南部の“ソウルフード”って？アメリカ南部の“ソウルフード”って？
～FOOD CULTURE IN THE SOUTHERN USA～～FOOD CULTURE IN THE SOUTHERN USA～

①運動公園プール☎363－9554②新松戸プール☎
309－3000③東部スポーツパーク☎391－0944④
和名ケ谷スポーツセンター☎391－5990

夏休みに

　ネイティブスピーカーとさまざまなテーマについて「気軽に」「自由に」「楽し
く」話してみませんか。
日時7月23日㈯①英語10時15分〜11時45分②中国語③韓国語各13時〜14時30分
会場文化ホール
講師松戸国際高校ALT・L

ル イ ス  

ewis H
ハ ー ド

urd氏、市国際交流
員など
定員①15人②③各5人（いずれも抽選）
費用700円（同協会会員300円）
※飲み物・お菓子付き。

7月14日㈭までに、申し込みフォームで
申し込み
フォーム

世界を知ろう！世界の人とふれあおう！

おやこ料理教室

要申込

宋 如芳氏

Lewis Hurd氏

Breanna Hundley氏

世世界界のの文文化化にに
触触れれててみみまませせんんかか

今年は予約なしでご利用できます

市民プールオープン！市民プールオープン！
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	広報まつど2面_0622
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	広報まつど6面_0622
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