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参加費：200円
（コーヒー、お茶等の飲み物

とお菓子付き）
対象：避難者と地域の方対象
毎週月～木曜日
（10:00～16:00）
場所（住所）松戸市東平賀7－2
代表者：古宮保子
047-710-5519

開催：毎週金曜日14時～16時
場所：小金北市民センター
内容：日本舞踊、お茶会、体操
利用料：500円（1か月）
利用方法：
事前にお問い合わせください。
代表者：三浦047-343-0432

第2,3,4木曜日
（13:30～15:30）
第３、４月曜日
（13:00～16:00）
場所（住所）：松戸市二ツ木714‐1グランメール
101号室
参加費：200円
対象：高齢者の方を中心としてだれでも大歓迎
代表者：武石弘江 047-344-6618

開館時間 9：30～16：30
週４日開館
月曜日：小金保健福祉センター内和室
（松戸市小金2）
水・木・金曜日：ピコティ東館集会室
（松戸市小金1）
TEL 080-3588-8352

山本病院

小金市民センター

小金北
市民センター

大金平グレース
保育園

北小金
グレース保育園

小金保育園

小金北保育所

第１土曜日または第１日曜日
（11：30～14：30）
場所：東平賀城町会館２階
（松戸市東平賀488-1）
第３週 平日
（17：30～20：00）
場所：小金市民センター
（松戸市小金きよしヶ丘3丁目1－1）
参加費：
未就学児 0円
子供（18歳まで）100円
大人 300円
※材料費、場所代にあてています。
対象：年齢、性別問わず誰でも大歓迎

代表者：安達里季
080-6585-1568

「遠くの親戚より近くの他人」という諺通り地域の方
の参加を大切にしています。世界で唯一の着物文化を
味わい優雅な時間つくり生活の変化を楽しんでいます。

小金
社会資源マップ

月に一回防災講座を開いたり、広場で防災クイズを行ったりと、防災に対する
意識を高められるような活動を行っている団体です。東日本大震災の風化防止、
これから起こるかもしれない災害の被害を少しでも軽減するため知識を身につ
けたい方、ぜひ参加お待ちしております。

おやこDE広場北小金はおおむね0～3歳のお子さんと
保護者のみなさんに気軽に立ち寄っていただける
ひろばです。遊びの場としてはもちろん、
授乳やおむつ替えの場所としてもご利用いただけます。
ご来館、お待ちしています！

8月最終金、土、日曜日
北小金駅前
代表者：
小金地区連合長会長 大塚清一、
小金商店会
小金地区社会福祉協議会
047-343-8690

北小金駅前でお祭りを開催しています。地元
の方による、阿波踊りやサンサン音頭コンテ
ストなどが行われています。小・中学校の吹
奏楽部の演奏などもあります。

ふれあいの場です。お茶やコーヒー、紅茶と
お菓子をいただきながら歓談をします。アト
ラクションも企画しており、例えばアコー
ディオンの演奏を聴き、抹茶を点てたり、松
戸かるたをしました。”街カフェ～絆～”は、
「来月は何があるのかな。」と次を楽しみに
来て頂きたいです。スタッフ一同が心温かい
です。認知症の方の接し方のために毎月集会
で学んでいるオレンジ協力員もいます。是非、
お立ち寄りください。

第４日曜日（14:00～16:00）
場所：デイサービス「絆」松戸市平賀241-8

参加費：100円
対象：特に制限なし。認知症を患っている方、介護者を
含め、どなたでもご参加下さい。

代表者：小野順子
小金地区社会福祉協議会047-343-8690

子どもからお年寄りまで多世代に
わたり利用できる「多世代食堂」
です。また栄養満点な食事のみな
らず、モノづくり、かるた、絵本
の読み聞かせなどの遊びの場や、
地域の情報交換など楽しみ方は
様々です。「みんなの笑顔を願う
会」、「こころの安らぎの場」を
目指し活動しています。だれもが
幸せを感じられるような素敵な食
堂です。予約はなく、当日費用を
もっていけばだれでも参加可能で
す。お子様１人でのご参加も大歓
迎です。ぜひお待ちしております
（^^）

「フリースペース」は中学生・高校生を中心に誰
でも気軽に行ける場所です。参加は一人でも友達
とでもOK。空いている時間帯は、自分の好きな
ように過ごしてOK。もちろん好きな時にきて、
好きな時間に帰るもよし。落ち着いた空間で、自
由に過ごせる快適な環境になっています。家だと
勉強が集中してできない子、ちょっと話したい悩
みがある子、ただのんびりしたい子誰でも大歓迎
です☆彡
第３週あたりの平日夕夜（15:00～20:45）
＊中学生は20時まで
場所：小金市民センター
（松戸市小金きよしヶ丘3丁目1－1）
参加費：無料
対象：主に中高生

代表者：安達里季
080-6585-1568

月４回（10:00～11:30）
小金市民センター(第2.4火曜日)
(松戸市小金きよしヶ丘3丁目1-1)
小金北市民センター(第1.3水曜日)
(松戸市中金杉2丁目159-2)
参加費：無料
対象：0歳~就学前の幼児とその親
代表者：小野順子
小金地区社会福祉協議会 047-343-8690

ご家族がお子さんと一緒に自由に遊べて、たくさんのお友だちとも
仲良くなれる場所です。会場が広いためお家で出来ない遊びが出来
ます。ボランティアが見守っているため、安全で事故がなく、安心
してのびのびして頂けます。”かるがも”は、平成31年3月2日に
600回を迎えます。こんな場所があったらいいのになと思ったこと
がありましたら、ボランティアへなんでも伝えてください。一緒に
考えていきたいと思っています。みんなで楽しみましょう。

元気サロンでは、映画鑑賞、様々なゲーム
遊びを行っています。中でもラミーゲーム
という新しいゲームは認知症予防にもなり、
高齢者の方に非常に人気なゲームみたいで
す。また、子どもとの交流をすることもで
きます。ぜひ興味のある方参加お待ちして
おります★

元気サロン二ツ木

主にカラオケを定例会として明るく楽しく
活動しています。いくつになっても新しい
ことに挑戦でき、また今までの経験を活か
し、様々なことに貢献することもできます。
大きなイベントでは「吊るし雛」を年間通
して作り、発表することもあります。年齢
関係なく大歓迎です。

二ツ木長寿会手芸部 「華の会」

第1.2月曜日
（その他の活動日もあり）
場所：松戸市二ツ木714‐1グランメール101号室
代表者：井田梢 047-342-0633

子どもからお年寄りまで多世代にわたり利用
できる「多世代食堂」です。また栄養満点な
食事のみならず、その時期のイベントや、か
るた、手遊びなど、子どもの遊び場や地域と
のかかわりなども深めることができます。楽
しい場になっているので、老若男女問わずお
越しください☆彡

第２第４土曜の昼
場所：小金清志町会館
（松戸市小金清志町3-56-1）
参加費：
子供（18歳まで）100円
大人 300円
対象：年齢、性別問わず誰でも大歓迎
代表者：小森靖子 090-4947-1619

月～金曜日と毎月1回土曜日
（10：00～15：00）
大金平グレース保育園内
(松戸市大金平3-132-1)
参加費：無料
対象：松戸市内の0歳～未就学児の親子
代表者：杉本景子
グレース子育て支援センター
047-382-6182

安心して遊べる場所がほしい、子どもの友達を作りたい、
誰かと話したい、親子が気軽に訪ねてきて、ゆっくりとしてほしい
センターです。フロアは、親子で自由に遊ぶ場です。予約は要りま
せん。12:00～13:00は、ランチタイムです。お弁当の持込可能で
す。14:50～おはなしタイムです。

年1回、7月第1土曜日
本土寺境内(松戸市平賀63)
参加費：1200円
みなさんご参加下さい。
代表者：小金街並み文化交流協会

会長 大塚清一
小金地区社会福祉協議会
047-343-8690

有志で集まった方々と、本土寺境内で地元の農産品の枝
豆「ゆあがり娘」を食しながら、イベントを楽しみます。
地域の方々が楽しめる催しとして、小金街並み文化交流
協会が企画しています。

月２回（13:30～15:30）
小金市民センター
(松戸市小金きよしヶ丘3丁目1-1)
または、
小金北市民センター
(松戸市中金杉2丁目159-2)
参加費：100円(茶菓子代)
対象：どなたでもご参加下さい。
代表者：小野順子
小金地区社会福祉協議会 047-343-8690

小物作り、健康体操、季節の歌の合唱、健康相
談などを行います。お茶とお菓子を頂きながら、
楽しいひと時を、ご一緒に過ごします。参加方
法は、当日会場へ費用をお持ちの上、お越し下
さい。おひとりでも来て頂きたいです。
来月も皆様に”あじさいサロン”の皆勤賞を取っ
て頂きたいと思っています。

施設 住所 連絡先 備考

高齢者に関する相談

小金高齢者いきいき安心センター
（小金地域包括支援センター）

小金3番地
高橋ビル４F

374-
5221

高齢者に関する総合
相談窓口

子育てに関する相談

小金保健福祉センター
（親子すこやかセンター）

松戸市小金2
ピコティ西館3階

346-
5601
（346-
6066）

妊娠・出産から子育
てまで切れ目のない
支援を行います。健
康に関する相談や妊
娠中の生活、乳幼児
の発育・発達・栄
養・お口の健康に関
する相談に保健師、
栄養士、歯科衛生士
が対応します。

グレース子育て支援センター 大金平3-132-1 382-
6182

個別相談では日時を
お約束して、ゆっく
りお話しができます。

障害者に関する相談

松戸市障害福祉課 根本387-5
市役所新館3F

366-
7348

障害のある方に対し、
障害者手帳の交付や
必要な給付等を行い
ます。

松戸市基幹相談支援センター
CoCo

上矢切299-1
総合福祉会館2階

308-
5028

生活の困りごとや福
祉サービスの情報提
供など相談支援を行
います。必要に応じ
て自宅等にも訪問し
ます。

月に一回（土曜日）を目安にやっている
参加費：無料 場所：小金小学校
対象：地域の子供中心に保護者や地域の方も参加OK
代表者：火ノ見宏美
koganeasobiba@gmail.com

基本的に小金あそびばの会は自由に遊べるよ
うになっています。自分が好きなタイミング
で、好きなように自由あそびができるのが魅
力の一つです。また、異年齢での交流も多く
あるので、たくさんの遊びを学ぶこともでき
ます。ぜひ参加してみてください★

高齢、障害、子育て
地域情報など

この『小金社会資源マップ』は、
小金地区にある「子育て」「障害者」「高齢者」
など、みんなの社会資源を集めた地図です。

小金地区：
幸田・幸田1～5丁目・中金杉1～5丁目・平賀・東平賀・
殿平賀・ 久保平賀・大金平1～5丁目・大谷口・小金・
小金きよしケ丘1～5丁目・小金上総町・小金清志町1～3丁目・
二ツ木・二ツ木二葉町・根木内（国道6号西側）

良好な人間関係を作ることで学習活動が
促進されるように様々な体験学習の
プログラムを用意してます。
活動日：土曜日9:30～11:30
（年間20回程度）
活動場所：殿平賀小学校
費用：5,000円（年間）
対象：原則小学5年生以上、上限なし

活動内容・PR



小金 社会資源マップ

公共施設一覧

施設 所在地 電話

松戸市役所 小金支所 小金2番地
ピコティ西館3階

341-5101

小金保健福祉センター 小金2番地
ピコティ西館3階

346-5601

小金交番 小金きよしヶ丘1-12-1 341-0120

小金消防署 二ツ木2003－3 340-0119

大金平消防署 大金平5-414 348-0119

小金市民センター 小金きよしケ丘3-1-1 343-8641

小金北市民センター 中金杉2-159-2 343-3191

医療機関（病院・診療所）

施設 診療科 所在地 電話

山本病院 内・胃・循・外
整・神・麻・形
皮・泌・呼・肛

小金
きよしヶ丘2-7-

10

341-
3191

大倉記念
病院

一般外来は
ありません

長期療養入院施設

大谷口133-1 341-
5711

大久保医院 内・小 小金きよしケ丘
1-13-6

342-
1076

北小金
クリニック

内 小金16-5 343-
2960

小泉
産婦人科医院

産婦 小金きよしケ丘
1-12-16

342-
1071

小金原健診
クリニック

内 小金3
高橋ビル6F

348-
7201

こがね皮フ科 皮・泌 小金8-6
大正堂ビル4F

340-
1230

斉藤内科
心療内科
クリニック

内・心療 小金8-6
大正堂ビル5F

346-
6655

しいの木
クリニック

内・精 小金3
高橋ビル7F

312-
1717

東葛眼科 眼 小金8-6
大正堂ビル3F

343-
0020

はらだ小児科 小 小金44-8
高橋第2ビル

340-
6767

三村
整形外科

リウ・整形 小金3
高橋ビル7F

345-
5505

伊藤医院 内・循・小 大金平4-335 341-
1368

カム
クリニック

内・漢内 幸田2-73-1 710-
0990

タカハシ
クリニック

内・消・循・小・
リハ

幸田2-72 394-
2211

檜山外科胃腸
科医院

胃・外 大谷口356 341-
3281

高齢者関連施設

施設 所在地 電話

居宅介護支援事業所

＊介護サービスを利用するためのケアプランを作ってくれるケアマネージャー
がいる事業所

居宅介護支援事業所
松戸陽だまり館

幸田111 374-6312

居宅介護支援事業所あじさい 幸田180-1 309-8261

大倉記念介護支援センター 大谷口133-1 341-6711

秋桜ヴィレッジ大金平
居宅介護支援事業所

大金平5-353-1 345-2220

アウル在宅介護支援サービス 小金きよしケ丘
3-12-2小金ビル

710-9992

めいとケア居宅介護支援事業所 小金上総町10-11 312-0112

ナチュラルケアマネジメント 二ツ木1260 309-3835

訪問介護

＊ホームヘルパーに訪問してもらい食事・入浴などの身体介護や調理・洗濯な
どの生活援助を受けられます。★障害サービス対応事業所

訪問介護おばちゃん‘ず★ 大谷口345-6 346-0800

めいとケア訪問介護事業所 大金平2-67-1 312-0505

ヘルパーステーション大金平 大金平5-347 382-5868

介護サービスカナリヤ 大金平3-178-6 346-1020

小金タクシー
指定訪問介護事業所

大金平4-289-1 347-8016

ヘルパーステーション憩 小金きよしケ丘
1-11-6

344-5688

アウル在宅介護支援サービス★ 小金きよしケ丘
3-12-2小金ビル

710-9991

ケアワークス新松戸 二ツ木1468-1 330-5506

訪問看護

＊医師の指示により、看護師などに訪問してもらい療養上の世話や診療の補助
を受けられます。

めいと訪問看護ステーション 大金平2-67-1 312-0505

通所介護

＊食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などの支援を日帰りで受けら
れます。

コミュニケア24
癒しのデイサービス松戸北

幸田3-124 374-6541

通所介護事業所松戸陽だまり館 幸田111 374-6311

アズハイム新松戸
デイサービスセンター

大金平4-299-1 340-6000

秋桜ヴィレッジ大金平
デイサービスセンター

大金平5-353-1 345-2220

デイサービスめいと中金杉 中金杉2-72 309-3355

デイサービス絆 久保平賀241-8 374-5155

デイサービスグリーン上総町 小金上総町7-5
リーブル北小金

710-9510

デイサービスせらび小金原 二ツ木二葉町
205-8-1

コーポサンライズ1F

374-5055

内：内科、心療：心療内科、精：精神科、神：神経内科、呼：呼吸器内科、消：消化器内科、胃：胃腸内科、循：循環器内科、リウ：リウマチ科、小：小児科、外：外科、整：整形外科、形：形成外科、
皮：皮膚科、肛：肛門内科、産婦：産婦人科、眼：眼科、リハ：リハビリテーション科、泌：泌尿器科、漢内：漢方内科歯：歯科、矯歯：矯正歯科、小歯：小児歯科、歯口：歯科口腔外科

障害者関連施設

施設 所在地 電話

住まいの場【グループホーム】

ジョイホームきよしケ丘 小金きよしケ丘5-8-6 340-1844

日中活動の場【生活介護事業所】

第2いぶきの広場 東平賀651 341-1167

小金わかば苑 東平賀655-2 330-5511

単独型短期入所
＊ご家庭で生活されている障害をお持ちの方が、ご家族が病気になった時や、ご
家族の事情で介護が困難な時などに、短期間、施設で食事・入浴・健康管理など
のサービスが利用できます。

ふたば小金
（利用定員2名）

千葉県松戸市東平賀
655-2 小金わかば苑内

330-5511

高齢者関連施設

施設 所在地 電話

地域密着型通所介護

＊定員が18名以下の小規模な通所介護。原則としてお住いの市町村の方限定と
なる。

リハぷらざきたこがね 大金平2-67-1 312-0333

健康ぷらす小金城址 大金平4-248-2 700-5627

デイサービスふぉるて 大金平4-275-5 727-8760

デイサービス大金平 大金平5-347-1 382-5868

デイサービスここね 中金杉2-15-1 703-9461

リハビリデイホーム
いきいき舎北小金

小金341-3
小金ビル1F

712-0321

デイサービス・わいわい豊夢小金 小金上総町22-9 349-5525

リハビリデイサービスnagomi
松戸北小金店

小金清志町
3-57-1

374-5100

通所リハビリテーション

＊医療施設などで食事・入浴などの支援やリハビリテーションを日帰りで受けら
れます。

介護老人保健施設まつど徳洲苑 幸田180-1 309-7172

大倉記念デイ・ケア 大谷口133-1 341-5711

福祉用具貸与・特定福祉用具販売

＊日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与・販売。

まごころ福祉サービス 大金平5-347-1 382-5868

かいふくセンター
がってんしょうち

根木内62-1 374-6633

プラス・ラブ 小金きよしケ丘
3-12-2

710-9994

ダスキンヘルスレント松戸
ステーション

小金上総町18-1 312-0122

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

＊常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して日常生活上の支援や介護
が受けられます

特別養護老人ホーム松戸
陽だまり館

幸田111 374-6311

特別養護老人ホーム芙蓉園 幸田153 711-5565

介護老人保健施設（老人保健施設）

＊状態が安定している人が在宅復帰できるようリハビリテーションや介護が受け
られます。

介護老人保健施設まつど徳洲苑 幸田180-1 309-7172

介護療養型医療施設（療養病床施設）

＊長期の療養を必要とする人のための施設。医療・看護・介護・リハビリなどが
受けられます。

大倉記念病院 大谷口133-1 341-5711

有料老人ホーム

グランドめいと北小金 殿平賀56-1 312-1234

アイホームまつど小金 大金平2-71 316-1503

めいと中金杉 中金杉2-72 309-3636

子ども関連施設

施設 所在地 電話

保育園

小金北保育所 中金杉3-192 344-4155

小金保育園 小金444 341-2644

北小金グレース保育園 殿平賀200-11 348-3880

大金平グレース保育園 大金平3-132-1 382-6181

小規模保育事業

北小金グレース保育園
ノーチェルーム

小金2-15
北小金ピコティ西館108

711-5780

京進のほいくえん
HOPPA新松戸園

二ツ木757-1
ラックフィールド1F

393-8501

みなみ北小金保育室 小金2
ピコティ北小金西館111

382-5140

幼稚園

大勝院幼稚園 大谷口143 344-2100

東漸寺幼稚園 小金359-1 347-8001

二三ヶ丘幼稚園 二ッ木1692 341-4548

施設 診療科 所在地 電話

あおぞら
デンタルクリニック

歯、矯歯
小歯、歯口

大金平
2-109-10

702-
3016

おおくま
歯科医院

歯、小歯 中金杉1-280 346-
8800

大谷口歯科
クリニック

歯 大谷口
383-13

348-
8841

岡田歯科医院 歯 大谷口
415-10

341-
1460

北小金駅前
歯科医院

歯、小歯 東平賀241-2
メゾン北小金202

348-
4141

国谷歯科医院 歯 中金杉3-175 345-
0056

こうで歯科 歯、矯歯
小歯、歯口

幸田2-155-2 347-
8824

さくま歯科 歯、矯歯
小歯、歯口

大金平3-179 344-
1400

殿平賀歯科医院 歯、小歯
歯口

殿平賀52-14 341-
7576

あべ歯科医院 歯 小金3
高橋ビル3F

342-
2281

伊藤歯科医院 歯、矯歯
小歯

二ツ木151-2 343-
6900

惠木歯科医院 歯、小歯 小金8-4
オオクマビル5F

344-
9998

きよしケ丘
歯科診療所

歯、小歯
歯口

小金きよしケ丘
1-13-9

343-
6862

小金
ファミリア歯科

歯、矯歯
小歯、歯口

小金444 711-
7585

さくら歯科医院 歯、小歯
歯口

小金40-19
ボワ・デ・コガネ

1F

347-
8211

羽根田歯科医院 歯、矯歯
小歯、歯口

小金447-8 309-
4618

半田歯科医院 歯 小金16-5 344-
5280

ヒロ
歯科クリニック

歯 久保平賀390
トーシンビル1F

349-
7870

ほんだ歯科医院 歯、小歯
歯口

小金157-5 341-
2441

宮坂歯科医院 歯 小金きよしケ丘
1-12-10

341-
2857

渡辺歯科
クリニック

歯 小金きよしケ丘
1-4-1

344-
7734

医療機関（歯科）

施設 住所 電話

アピオス薬局北小金店 小金1東館1F 348-4516

イオン薬局 北小金店 小金1東館2F 342-6212

クリエイト薬局松戸
小金きよしケ丘店

小金きよしケ丘
2-23-2

340-2521

コスモス薬局北小金店 東平賀316-1 347-3106

ファーコス薬局 銀杏 小金きよしケ丘
2-8-13

309-6555

薬局マツモトキヨシ小金店 小金435-1 344-1363

保険薬局

施設 所在地 電話

エルダーホーム新松戸弐番館 二ツ木1468-1 330-5500

めいと北小金 第1 殿平賀95 346-6211

めいと北小金 第2 小金上総町10-11 312-0112

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

＊認知症の高齢者が共同生活する住居で日常生活上の世話や機能訓練などのサー
ビスを受けられます。

グループホームさざんか 幸田2-140 374-5315

グループホームしいえす幸田 幸田3-15 704-5225

グループホームめいと中金杉 中金杉2-72 309-5255

小規模多機能型居宅介護

＊通いを中心に利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて多
機能なサービスを受けられます。

パナソニックエイジフリー
ケアセンター

松戸北小金小規模多機能

中金杉1-75 349-5025

高齢者関連施設

小金社会資源マップ
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