
ホームページもご覧ください。 
http://matsudo-shimin-center.org/ 

※各市民センターについての最新情報はホームページをご覧ください。 

    スマートフォンからでも閲覧出来ます。                   

                         こちらのQRコードからどうぞ⇒ 

松戸市北部地区市民センターは、松戸市の指定管理者制度により、平成26年4月1日から東京ドームグループ

が管理運営しています。 

地域の皆様に愛され、喜んで使っていただける施設をめざして運営してまいりますので、ご意見、ご要望等

がございましたら遠慮なくスタッフまでお声をおかけください。 

東京ドームグループからのお知らせ 

ビールのおいしい季節です。飲みすぎに

は注意しながら暑い夏をエンジョイ！！

ホームページも見てね！（ノンベエ） 

毎年楽しみにしている松戸の花火大会。行きたい

コンサートと日にちがかぶり本気で悩んだ結果、

東京ドームへ行く熱い夏です(笑) （ちゃんてぃ） 

水不足が危ぶまれる中いよいよ夏本番、心配なのは

熱中症ですよね！？ どうぞお近くの市民センター

をお休み処として涼みにお越しください。（コロ） 

編集長の優しい一言“まだですか”とい

う催促を受けて泣きながら作りました。

皆様の感想をお聞かせ下さい。（風太郎） 

次回発行は10月を予定しています 
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とどけ！さわやかな風 ひろがれ！交流の輪 

松戸市北部地区８市民センターと地域、市民の皆

様をつなぐ架け橋として「まつどっとこむ」創刊号をお届

けします。市民センターの情報を中心にしながら地域の

情報満載の皆様のお役にたてるような紙面づくりを心掛

けたいと思います。どうぞ「まつどっとこむ」をかわいがっ

てやってください。 

指定管理者：東京ドームグループ 

（株式会社東京ﾄﾞｰﾑﾌｧｼﾘﾃｨｰズ松戸事業所） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

    創刊によせて 
株式会社東京ドームファシリティーズ 
取締役外部事業部長 河野吉彦 
 この「まつどっとこむ」創刊号
が皆様のお手元に届くころには、
梅雨が明け、各センターにゴーヤ
の緑のカーテンが涼しげに完成し
つつあることと思います。 
 北部地区市民センターの運営を
松戸市様より指定をいただき２年３か月が経ちまし
た。更に皆様方に様々な情報などをお届けさせてい
ただきたく、スタッフが「まつどっとこむ」を企画
してくれました。 
 ぜひご一読いただき感想をお寄せ下さい。これか
らも皆様とのコミュニケーションを充実させていき
たいと思いますのでよろしくお願いします。 

市民センターを中心に活動されている団体・サー

クルの皆さんの日ごろの成果を発表していただく場

としてサークル発表会を開催します。 

☆小金市民センター☆ 
   日時 9月17日（土） 
   小金きよしケ丘3-1-1 
   ☎047-343-8641 
              

  
 ☆馬橋市民センター☆ 
  日時 9月25日（日） 
  西馬橋蔵元町177 
  ☎047-342-9690 

 
☆小金北市民センター☆ 
 日時 9月24日（土） 
 中金杉2-159-2 
  ☎047-343-3191 

まつどっとこむ 

ハワイアン、自彊術、書、手芸、ウクレレ、 

  オカリナ、社交ダンス、太極拳、 

        クラシックバレエ、ほか 

馬橋市民センター 小金市民センター 

  
※出演・出展団体        募集中！！   詳しくは各市民センターへ  お気軽にお問い合わせ         ください  ～ご応募おまちしています～ 

サークル発表会 

     昨年の様子 

小金北市民センター 



A1 大原さち子 松戸市 
A2 馬橋1年3か月、馬橋東3年、古ヶ崎3年 
  3ヶ月 
A3 弓道錬士5段 自動二輪中型免許取得 
  だいぶ前ですがツーリングにも行って  
   きました。 
A4 京成電鉄や新京成電鉄主催のさわ 
   やかウォーキングに参加し、12㎞～  
   14㎞を歩いています。参加賞のバッチ  
   も集めています。 

A5 3月に実施したサークル発表会です。利用者の方をとても 
   よく知ることができました。参加者の方、来館者の方か 
   らとても良かった、楽しかったとのお言葉を頂いたこと 
   です。 
A6 お菓子作りやビデオをみたりショッピングです。 
A7 市民センターをたくさんの方に利用して頂き、今年の 
   サークル発表会を前年以上にしたいと思います。 
A8 健康第一でセンター勤務です。 
A9 市民センター勤務で知り合った方々、スタッフの方と長 
  くお付き合いしたいです。宜しくお願い致します。 

 小金原市民センター  馬橋市民センター 

 古ヶ崎市民センター  小金市民センター 

北部地区市民センター長紹介 
～センター長直撃インタビュー～ 

 

            

A1 北村つな子 千葉県 
A2 馬橋２年、小金原１年、小金４年  
A3 旅行 北海道から沖縄まで行っていま 
  すが、それでもまだ行っていない観光 
   地はあります。 
A4 健康麻雀 イメージが悪かった麻雀も 
  自主事業をきっかけに始めました。 
   一番うれしかった事は役満を上がった 
   事 
A5 美術で賞を頂いたこと。今でも絵を書 
   くのは大の苦手、先生の指導が良かっ      

たのか、それが一番の思い出です。 
A6 休養日にしたいがそうもいかず、貴重な一日はあっとい  
   う間にすぎてしまう。 
A7 まだまだ勉強不足なのでもっと勉強したい 
A8 いつまでも心の優しい人でありたい。時には厳しく指導 
   する事 
A9 ８月に盛大に行われる東北の花火大会に初めて観覧に行 
   きます。 
 

     

A1 渡邊 美津子   茨城県 

A2 古ヶ崎約９年、馬橋３ヶ月 

A3 フラワーアレンジ  絵 

A4 ガーデニング 

A5 中学生になった孫が学校、部活、 

  塾に頑張っている姿に感動して 

  います。 

A6 友人とランチ、家族、友人と旅行 

A7 時間が出来たら長い海外旅行に行きたいです。 

A8 お互い思いやりを大切に出来るセンター作りを心が 

   けたいと思います。 

A9 ？？？？ 

            

A1 井上欣三 大阪生、奈良県育ち大 
   宇陀の森野旧薬園がある町、実家 
   は尺八製管師 
A2 小金原６年 
A3 磯釣り、カメラ、春の山菜採り、  
   秋のキノコ狩り、家庭菜園 
A4 ７年前からの家庭菜園。昨年、隼 
   ウリを１本の株から９００個以上 
   の収穫を記録した事 
A5 若かりし時ローマのコロッセオに 

立った感動、４０年後ツタンカーメンに会った思い出 
A6 30坪の家庭菜園の草取り、磯釣り毎月予定、春は山菜ワ  
   ラビ採り、秋はキノコ狩り  
A7 キノコの写真をもう少し撮り集めて、長年の目標である 
   キノコの写真集を刊行すること 
A8 何事も批判を恐れず、向上心と誠実に責任感を持って積 
   極的に業務遂行に携わってきた 
A9 健康麻雀は全センターで採用されて、自主事業展開の基   
   礎となったと思う 

＜新しいスタッフを募集中＞ 
北部地区８市民センターでは新しいスタッフを募集してい

ます。詳しくは☎713-4760 株式会社東京ドームファシリ

ティーズ松戸事業所へお問い合わせください。 

忙しい私たちの生活で不足していると言われるも
のが、さんま“【時間】・【空間】・【仲間】 “です。  
時間を見つけてお近くの市民センターへ行って
みませんか。 
市民センターでは個性豊かなセンター長を始め,
明るく親切なスタッフが皆さんのご利用をお待ち
しています。 

センター長質問項目 
Ｑ１お名前と出身地は？ 

Ｑ２市民センター勤務歴は？ 

Ｑ３趣味・特技は？ 

Ｑ４最近ハマッた事、楽しかった 

  事は？ 

Ｑ５今までで一番感動したこと、 

  思い出に残ったことは？   

Ｑ６休日はどう過ごしていますか 

Ｑ７今後挑戦したいこと、夢は? 

Ｑ８ひとことアピール 

Ｑ９その他なんでも 

 新松戸市民センター  馬橋東市民センター 

 小金北市民センター  八ヶ崎市民センター 

①小金原市民センター TEL047-344-8268 

②馬橋市民センター  TEL047-342-9690 

③古ヶ崎市民センター TEL047-367-7700 

④小金市民センター  TEL047-343-8641 

⑤新松戸市民センター TEL047-343-6500 

⑥馬橋東市民センター TEL047-346-2055 

⑦小金北市民センター TEL047-343-3191 

⑧八ヶ崎市民センター TEL047-348-6667 

松戸市北部地区市民センター 

            

A1 山本早苗 茨城県 利根川の最南端 
   に位置する町 民俗学者柳田國男   
   赤松宗旦（利根川図誌の著者）等住 
   んでいました 
A2 稔台1.5年、常盤平6年、馬橋東0.5 
   年、八ヶ崎9.3年 
A3 関東近郊トレッキング 奥多摩  
   奥武蔵 秩父等月1程度でハイキ 
   ング 
A4 刑事小説を読む。主に今野敏、横山  
   秀夫、佐々木譲、横山秀夫の64の小  

   説を読んでから映画を見ました 
A5 センター発表会での緊張感の中にも晴れがましい参加者 
   の笑顔は感動でした 
A6 DVD、映画鑑賞、印象派の絵画展鑑賞、ハイキング 
A7 現在進行している事業の他項目の異なる事業を開催出来 
   るよう考えていきたい 
A8 八ヶ崎は交通の便が難ですが,改築後には機能的で綺麗な 
  センターになりました。是非ご利用下さい。スタッフも 
   皆親切です。近郊トレッキングご一緒される方募集！！ 

            

【長期休館のお知らせ】 
9月1日から翌年3月31日まで、大規模改修
工事のため休館する予定です。これに伴
い、施設予約システムは、９月1日以降の
予約受付を停止しております。大変ご迷
惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力
のほど、よろしくお願いいたします。 
 
 

A1 戸田圭 山形県鶴岡市 
A2 馬橋東2年、馬橋6年、新松戸28年4月～   
A3 読書・手芸 
A4 こぎん刺繍・パッチワーク 
A5 孫6人の誕生と元気に成長している事 
A6 自宅掃除・庭仕事・友人と食事   
A7 健康に充分配慮し、他者との係わりを大切にスタッフとと 
  もに楽しく施設運営を行って行きたい。 
A8 元気・ﾌﾟﾗｽ思考 

            

A1  田端登 東京荒川区 

A2  小金北5年  

A3  旅行・ドライブ 

A4 ドライブで各地の道の駅を 

  巡って地元の特産品を見るこ 

  と 

A6 スイミング、ボウリング、散 

  策、テレビ鑑賞 

A7 いつまでも健康で社会に貢献出来ることをしたい 

A8  元気がとりえ 

 
 
 
 

            

A1 鳥居壽秀 東京都 

A2 馬橋1年、古ヶ崎5年 馬橋東3年 

A3 音楽観賞 

A4 絵画を観賞したり描いたりしてい 

  る事  

A5 孫のグランドハープ演奏会 

A6 趣味の絵と音楽 

A7 交響曲第九番を原語で挑戦してみたい  
 
 


