
11月30日㈬は固定資産税・都市計画税（償却資産を含む）第 3期の納期限です。　   収納課☎366－7325

「駅からハイキング」特別コース

問文化観光国際課☎366－7327

1958（昭和33）年頃の松戸駅

　1896（明治29）年に開業した常
磐線・松戸駅は、今年12月25日㈰に
120周年を迎えます。これを記念し
てさまざまなイベントを開催します。
この機会に松戸の歴史や自然を感じ
てみませんか。

期間11月25日㈮～12月9日㈮　
展示場所松戸駅市民ギャラリー（西側）

常磐線・松戸駅開業120周年記念イベント第1弾

写真展
「松戸駅120年の今昔」

日時12月4日㈰・
10日㈯・11日㈰
各10時30分～15
時30分　会場松
戸駅びゅうプラ
ザ横　対象小学生
以下　費用無料

松戸駅周辺 11月19日㈯～12月25日㈰
松戸クリスマスファンタジー2016
　西口デッキステ－ジを中心に、ま
つど未来樹やコニファガ－デンに
広がるシャンパンゴ－ルドのイル
ミネーションが、伊勢丹通りの青・
白のイルミネーションにつながり
皆さんの心を和やかにします。
松戸クリスマスファンタジー

2016事務局☎365－0100

新松戸駅前 11月23日㈷～1月9日㈷
新松戸　光のフェスタ
　年末年始の駅前ロータリーをイルミネーショ
ンで彩り、皆さんを迎えます。
同実行委員会事務局☎344－0051

北小金駅周辺 11月19日㈯～1月9日㈷
黄金（KOGANE）イルミネーション
　駅前ロータリーに高さ15メートルの「シンボ
ルツリー」や地元の小・中学生が作った「光のオブ
ジェ」を設置するほか、旧水戸街道に「和風行

あ ん

灯
ど ん

」
を設置します。
小金の街をよくする会・同実行委員会事務局

☎347－8001

北松戸駅周辺 12月1日㈭～1月31日㈫
スターダストプロジェクト
　北松戸駅東口ロータリーから、メインストリー
トの街路灯をLEDイルミネーションで彩ります。
北松戸商店会イメージキャラクター「きたにゃ
ん」のオブジェも飾られます。
北松戸商店会☎362－7652

毎年恒例！松戸クリスマス大抽選会
　12月23日㈷11時～20時・24日㈯11時～21時　会場松戸駅西口デッキス
テージ、プラーレ松戸正面玄関前　対象12月1日㈭から、松戸駅周辺商店会の
協賛各店でお買い物をすると会計に応じて抽選券がもらえます（プラ－レ松
戸・伊勢丹松戸店・アトレ松戸は23日㈷・24日㈯のみ）。　※詳細は、ポスター
や協賛各店に置いてあるチラシをご覧ください。

松戸クリスマス音楽祭
　期間中、駅周辺の史跡やカフェ、レストラン、大型店舗で
の演奏会のほか、常磐線開業120周年を記念した駅でのコ
ンサートなど、クラシックを中心としたクリスマスミュー
ジックを約50ステージ開催します。詳細は参加各店舗で
配布するパンフレットをご覧ください。

松戸クリスマス音楽祭
パンフレット

常磐線沿線の駅周辺では、商店会等がさまざまなイルミネーションの飾り付けで街を彩ります。ぜひ、お出かけください。

ǯǭȼȈáǭȴȨȖáȀȰȼ����ǯǭȼȈáǭȴȨȖáȀȰȼ����

「気分は運転士さん！プラレール®
を操縦して、みんなで
遊んでみよう」

　松戸の歴史と自然を訪ねながら国指定名勝「旧徳川昭武
庭園（戸定邸庭園）」を巡るコースです。松戸神社では普段
は見ることができない「神

か ぐ ら

楽殿
で ん

」の天井絵（松戸市指定文化
財）の一部が特別公開（10時～16時）されます。
期間12月2日㈮～11日㈰　受付時間10時～13時　受付場
所松戸駅駅ビル西口改札外　※予約不要。　費用無料　※
「旧徳川昭武庭園（戸定邸庭園）」の見学には、別途入館料が
必要となります（12月5日㈪は休館）。　※河川敷を歩くの
で暖かい服装でお越しください。　
駅からハイキング事務局☎03－5719－3777
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①市税＝市民税・固定資産税・市たばこ税・都市計画税など
②利子割交付金＝県税として徴収した租税から交付されたもの
③地方消費税交付金＝消費税のうち、地方消費税として県が精算後交付したもの
④地方特例交付金＝減税に伴う税金の減収の一部を補てんするため、国から交付された
もの
⑤地方交付税＝市が標準的な仕事をしていく上で、必要な経費を算出し国から交付されたもの
⑥分担金および負担金＝法律や条例に基づき、利益を受ける者にその費用の一部を負担
してもらうもの
⑦使用料および手数料＝市の財産を使用した人や、特定のサービスを受けた人からの対価
⑧国庫支出金＝国が交付する負担金・補助金・委託金
⑨県支出金＝県が交付する負担金・補助金・委託金
⑩繰越金＝前年度から繰り越したお金
⑪諸収入＝税の延滞金、雑入など
⑫市債＝市が国や金融機関などから長期に借りたお金
⑬その他＝地方譲与税、財産収入など

①総務費＝市役所の事務管理や広報まつどの発行などに使った費用
②民生費＝保育所の運営・特別養護老人ホームの建設といった児童や高齢者、障がい者な
どへの福祉サービスに使った費用
③衛生費＝ごみ対策や保健衛生の充実などに使った費用
④商工費＝商店街の活性化や、観光イベントへの支援など、地域経済の振興に使った費用
⑤土木費＝道路・河川・公園など都市基盤の整備に使った費用
⑥消防費＝消防や防災対策などに使った費用
⑦教育費＝小・中学校の運営・校舎の耐震改修といった教育や、図書館・博物館の運営と
いった文化・スポーツの振興に使った費用
⑧公債費＝市債の返済に充てた費用
⑨その他＝議会費、労働費、農林水産業費、災害復旧費、諸支出金

①市税
678億2,626万円
（44.3%） ②民生費

674億5,249万円
（46.4％）④商工費

23億1,317万円（1.6%）
③衛生費
138億3,268万円(9.5％)

⑨その他
12億5,154万円（0.9％） ①総務費

143億9,877万円
（9.9％）

②利子割交付金
1億2,890万円（0.1%）③地方消費税交付金78億2,199万円（5.1%）

④地方特例交付金3億1,372万円（0.2%）
⑤地方交付税70億5,500万円（4.6%）

⑥分担金および負担金
19億1,290万円（1.2%）

⑦使用料および手数料
30億7,395万円（2.0%）

⑧国庫支出金
275億9,812万円（18.0%）

⑨県支出金
85億777万円（5.6%）

⑩繰越金66億9,419万円（4.4%）

⑪諸収入43億8,175万円（2.9%）
⑫市債133億6,140万円（8.7%）

⑬その他　
44億4,963万円（2.9%）

1,531億2,558万円

⑤土木費
121億587万円（8.3%）

⑦教育費
192億5,996万円（13.3%）
⑥消防費
60億8,853万円（4.2%）

⑧公債費
86億1,289万円（5.9%）

歳入 歳出 1,453億1,590万円

歳
入
の
説
明

歳
出
の
説
明

平成27年度決算概要
一 般 会 計

　市では、皆さんに負担していただいた税金や、国・県からの支出金、市債
など（歳入）がどのように使われたか（歳出）を知っていただくため、皆さん
に市の家計簿ともいうべき財政事情を定期的に公表しています。市の財政事
情をご理解いただき、市政へのご協力をお願いします。
※詳細は市ホームページをご覧ください。 財政課☎366－7076財政事情の公表

松戸市の家計簿

会計名 予算現額 収入済額 支出済額
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 595億 4,338 万円 597億 1,605 万円 572億 2,866 万円
松 戸 競 輪 特 別 会 計 224億 7,890 万円 222億 2,585 万円 212億 6,278 万円
下 水 道 事 業 特 別 会 計 140億 1,194 万円 129億 5,420 万円 127億 1,992 万円
公設地方卸売市場事業特別会計 2億 1,762 万円 2億 840万円 1億 9,363 万円
駐 車 場 事 業 特 別 会 計 9,100 万円 2億 736万円 8,133 万円
介 護 保 険 特 別 会 計 320億 3,793 万円 318億 4,104 万円 300億 8,462 万円
後期高齢者医療特別会計 46億 8,128 万円 45億 4,307 万円 45億 1,600 万円

合　　　計 1,330 億 6,205 万円 1,316 億 9,597 万円 1,260 億 8,694 万円

特別会計予算の執行状況
会計名 予算現額 収入率 執行率

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 585億 4,783 万円 45.0% 43.6%
松 戸 競 輪 特 別 会 計 237億 3,287 万円 19.3% 21.8%

下 水 道 事 業 特 別 会 計 （4億3,074万円）
143億 7,538万円

（5.6%）
33.6%

（99.4%）
30.0%

公設地方卸売市場事業特別会計 2億 1,804 万円 48.9% 39.7%
駐 車 場 事 業 特 別 会 計 9,100 万円 186.8% 19.2%
介 護 保 険 特 別 会 計 343億 6,329 万円 48.2% 36.6%
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 51億 4,904 万円 33.3% 15.8%

合 計 　 （4億3,074万円 )
1,364億7,745万円

（5.6%）
39.8%

（99.4%）
35.5%

企業会計予算の執行状況
事業名 予算現額 収入・執行率

水 道 事 業
会 計

収益的収入 16億 5,567 万円 44.2%
収益的支出 16億 2,979 万円 27.8%
資本的収入 5,403 万円 4.5%
資本的支出 5億 5,319 万円 20.9%

病 院 事 業
会 計

収益的収入 205億 4,234 万円 32.2%
収益的支出 205億 4,234 万円 33.1%
資本的収入 91億 6,006 万円 9.1%
資本的支出 96億 8,089 万円 43.1%

健全化判断比率
指標名 算定結果 早期健全化基準 財政再生基準

実 質 赤 字 比 率 －% 11.25% 20.00%
連結実質赤字比率 －% 16.25% 30.00%
実質公債費比率 0.2% 25.0% 35.0%
将 来 負 担 比 率 －% 350.0%

資金不足比率
特別会計・企業会計の名称 算定結果 経営健全化基準
公設地方卸売市場事業 －%

20.0%下 水 道 事 業 －%
水 道 事 業 －%
病 院 事 業 －%

区分 1世帯あたり 1人あたり
市 民 税 15万 6,795 円 7万 3,027 円
固 定 資 産 税 10万 3,232 円 4万 8,080 円
都 市 計 画 税 1万 7,787 円 8,283 円
そ の 他 1万 8,921 円 8,813 円
合 計 29万 6,735 円 13万 8,203 円

区分 予算 決算

水道事業
会　　計

収益的収入＊1 16億 5,236 万円 17億 2,262 万円
収益的支出＊1 16億 169万円 16億 1,267 万円
資本的収入＊2 2,303 万円 2,097 万円
資本的支出＊2 7億 38万円 6億 5,877 万円

病院事業
会　　計

収益的収入＊1 199億 1,588 万円 189億 144万円
収益的支出＊1 199億 1,588 万円 196億 4,044 万円
資本的収入＊2 23億 2,597 万円 21億 3,912 万円
資本的支出＊2 27億 6,770 万円 25億 7,120 万円

＊1収益的収支＝事業活動に伴い生じる収入と支出　＊2資本的収支＝建物や機
械などの資産の購入・売却による収入と支出　※収入額が支出額に不足する額は、
内部留保資金で補てんします。

※実質赤字比率、連結実質赤字比率および資金不足比率は、各会計とも黒字であり、算定の基礎である赤字額および資金不足額が生
じないため、「－%」で表示しています。将来負担比率は算定されないため、「－％」で表示しています。

※平成 28年 3月 31日現在の人口・世帯数で算出。

※（　　）内は、繰越分です。

市内の水道は、県営のもの
と市営のものがあります。
これは市営のものです。

※収入額が支
出額に不足す
る額は、内部
留保資金で補
てんします。

市立病院と福祉医療セン
ター東松戸病院を合わせた
収支です。

特 別 会 計 企 業 会 計

健全化判断比率等

住民負担状況

平成28年度予算執行状況 平成28年度上半期（4月1日～9月30日）の予算執行状況について公表します

平成27年度に行った主な事業（金額は予算執行額）

市有財産の現在高

地方債の現在高

（平成28年9月30日現在）

（平成28年9月30日現在=
1,661億9,909万円）

子育て 
　・児童手当支給事業……………74億2,410万円
教育 
　・東松戸小学校新設事業………38億9,183万円
　・小中学校校舎の耐震改修……32億3,488万円
衛生 
　・各種予防接種…………………10億8,570万円

●財政調整基金　他28基金
351億1,221万5千円
●有価証券および出資による権利
　22億4,025万2千円
●土地および建物
①土地3,229,545.98㎡
②建物881,913.98㎡
●車両
総台数411台

●一般会計　＝1,022億6,091万円
●特別会計　＝   562億9,142万円
●企業会計　＝　  76億4,676万円
●一時借入金＝なし

一般会計・歳入
科目 予算現額 収入率

市 税 670億円 56.5%
地 方 交 付 税 62億 5,914 万円 73.8%
国 庫 支 出 金 307億 2,095 万円 39.9%
市 債 163億 2,900 万円 0.0%
県支出金など 331億 5,868 万円 49.3%
合 計 1,534 億 6,777 万円 46.3%
繰 越 分 20億 3,699 万円 34.2%

一般会計・歳出
科目 予算現額 執行率

総 務 費 116億 7,654 万円 37.6%
民 生 費 729億 8,420 万円 45.1%
衛 生 費 140億 6,147 万円 45.0%
土 木 費 215億 109万円 24.9%
教 育 費 153億 9,309 万円 30.4%
公 債 費 94億 482万円 46.4%
消 防 費 な ど 84億 4,656 万円 41.1%
合 計 1,534 億 6,777 万円 40.1%
繰 越 分 20億 3,699 万円 47.8%

●広報まつど　2016年（平成 28年）11月15日

210月は防災行政無線で1件の行方不明高齢者の探索を行い、全て発見されました。情報提供は最寄りの交番または警察署へお願いします。　問高齢者支援課☎366－7346



平成28年度木造住宅耐震診断・耐震
改修助成事業の申請受付は、11月30
日㈬で終了します
　耐震診断・改修の契約前にお問い合わ
せください　 建築指導課☎366－7368

商工振興課短期アルバイト募集
期間 平成29年1月6日㈮～ 2月28日㈫
9時45分～ 15時または10時45分～
16時　 受け付けおよびパソコン操作
ができる人　募集人員10人程度　時給
850円（交通費別途支給）　応募方法事
前に電話連絡の上、履歴書（写真付）
を直接同課（☎711－6377）へ　※提
出の際、面談あり

平成29年度市立保育所給食材料供給
者募集
説明会 12月9日㈮　 市役所新館9階会
議室　※時間等詳細は11月22日㈫まで
にお問い合わせください　 幼児保育課
☎366－7351

まつど合同企業説明会参加企業募集
平成29年1月28日㈯13時～ 17時　

松戸商工会議所　 先着39社　 12月9
日㈮までに電話で商工振興課労政担当☎
711－6377へ

大規模小売店舗の新設届出の縦覧と意
見書の提出について
縦覧および意見書提出期限 平成29年2月7
日㈫　縦覧場所 商工振興課　対象店舗
（仮称）松戸二ツ木商業施設新築工事
（南・北棟）　 同課☎711－6377

松戸市水道事業運営審議会
11月17日㈭14時から　 市役所新館

5階市民サロン　傍聴定員先着10人（13
時30分から受け付け）　 水道部総務課
☎341－0430

松戸駅周辺まちづくり委員会
11月22日㈫10時～ 12時　 市役所

新館５階市民サロン　傍聴定員15人（抽
選、9時30分～ 9時45分の間に受け付
け）　 街づくり課☎366－7376

松戸市環境審議会
11月18日㈮10時から　 衛生会館3

階大会議室　傍聴定員先着10人（9時50
分まで受け付け）　 環境政策課☎366
－7089

松戸市自転車等駐車対策協議会
11月25日㈮10時から　 市役所新
館7階大会議室　傍聴定員先着10人（9時
30分～ 10時の間に受け付け)　 交通
政策課☎366－7439

松戸市介護だんし写真展
11月16日㈬～ 18日㈮　 市役所1

階連絡通路　 高齢者支援課☎366－
7346

真間川絵画コンクール市内入賞作品展
11月19日㈯13時～ 15時30分〔小雨

決行〕　 東松戸ゆいの花公園内テント
河川清流課☎366－7359

明るい社会づくりポスターコンクール
市内入賞（銀賞以上）作品展
期間 11月21日㈪～ 12月2日㈮8時30
分～ 17時（初日は10時から、最終日
は15時まで）　 市役所１階連絡通路　
市長賞受賞者（敬称略）本

もと

山
やま

穂
ほの

花
か

（南部小3
年）、蛯

えび

子
こ

鈴
すず

乃
の

（稔台小5年）、伊
い

藤
とう

来
くる

望
み

（第
五中1年）、宮

みや

本
もと

楓
かえで

（第一中2年）、村
むら

上
かみ

明
あ

耶
や

佳
か

（小金中3年）　 明るい社会づ
くり運動松戸協議会☎365－7389

省エネクッキング体験
11月25日㈮10時～ 13時　 市民会

館　 筑前煮、土鍋で雑穀ご飯、小鉢他
アースコン・マツド　 先着30人　
エプロン・三角巾・布巾・手拭

ふ

きタオ
ル・筆記用具　 800円　 電話で環境
政策課☎366－7089へ

江戸川松戸フラワーライン「ポピーの
種まき」
11月26日㈯10時～11時〔雨天中止〕
江戸川河川敷（上葛飾橋下）　 河川

清流課☎366－7359

野鳥観察会 (江戸川主水 )
11月26日㈯7時50分松戸駅東口デッ

キ上集合、11時30分頃現地解散〔雨天
時は集合場所で開催可否決定〕　 筆記

会議

講座・講演・催し

お知らせ

市等からのお知らせをお伝えするコーナーです。 マークは協働事業です。
…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

いきいき安心プラン策定のためのアン
ケート調査にご協力ください
調査方法郵送で配布・回収　 40歳以上
で①介護保険施設等に入所している②要
介護・要支援認定、事業対象者の特定を
受けている③②以外の人（無作為抽出）
高齢者支援課☎366－7346

松戸市障害者計画中間評価のためのア
ンケート調査にご協力ください
調査方法 郵送で配布・回収　 80歳未
満の障害者手帳等を所持している人およ
び手帳を所持していない人（無作為抽
出）　 障害福祉課☎366－7348

平成27年国勢調査の常住人口（確定値）
が公表されました
　人口483,480人（男240,928人、女
242,552人）、世帯数215,627世帯（平
成27年10月1日現在）。ご協力ありがとう
ございました　 総務課☎366－8056

「STOP! 悪質商法カレンダー 2017」
を無料配布しています
　悪質商法の手口を見破るポイント、
撃退術を紹介します　配布場所 消費生活
課、市役所（受付・守衛室前）、各支所・
市民センター、行政サービスセンター　
※なくなり次第終了　 同課☎366－
7329

家族介護慰労金を支給します
要件 以下の全てに該当する人①在宅に
おいて要介護4・5の高齢者等を同居で
介護している市民税非課税世帯②要介護
者が過去1年間に介護保険の保険給付を
受けていない（ショートステイの利用は
通算7日以内）③要介護者が過去1年間
に病院への入院期間が通算90日以内　
支給額 10万円　 事前に介護保険課へ
お問い合わせください　 同課☎366－
7067

ひとり親家庭へのファミリーサポート
センター利用料の助成が始まります
申請開始日12月1日㈭から　 児童扶養手
当を受給しているひとり親家庭　助成内容
利用料の半額　※食費・交通費等実費を
除く　助成方法 同センターへの会員登録
と、助成を受けるための申請が必要です
※詳細はお問い合わせください　 同セ
ンター事務局☎330－2941（申請）、子
育て支援課☎366－7347（制度）

小・中学校新入学通知書は 11 月 25
日㈮に郵送予定です
　12月1日㈭までに届かない場合は学務
課までご連絡ください。また、国・県・
私立小・中学校へ入学する人は、入学す
る学校から交付される入学許可書または
承諾書（原本）を学務課へ提出してくだ
さい（郵送可）　学校選択制の受け付け
について受付期間12月1日㈭～7日㈬9時
～16時（平日のみ）受付場所松戸市教育
委員会5階会議室（入学通知書持参）※
詳細は学務課へ　 同課☎366－7457

11月29日㈫11時に防災行政無線を
使った全国一斉緊急情報伝達訓練を行
います
　災害時に全国瞬時警報システム
（J

ジェイアラート

-ALERT）を通じて送られてくる国か
らの緊急情報を、防災行政無線で放送し
ます　　放送内容「こちらはぼうさいまつ
どです」「これはテストです」（3回繰り
返し）　 危機管理課☎366－7309

用具・観察用具等　 100円　※別途交
通費　 当日集合場所で　 （公財）松
戸みどりと花の基金☎710－2851

市立松戸高等学校合唱部演奏会
11月26日㈯13時30分から（開場13

時）　 市民会館　 同校合唱部広報事
務局・玉谷☎080－3086－6681

県指定無形民俗文化財「万
まん

作
さく

踊り」大会
11月27日㈰10時30分から　 市民

会館　※万作踊り松戸保存会では会員
募集中　 同会・下総☎070－5026－
7039、社会教育課☎366－7462

矢切町歩きと「矢切ねぎ」収穫見学
12月3日㈯9時30分北総線矢切駅前

広場集合、12時解散　コース水上勉旧居
跡、野菊の墓文学碑、矢切ねぎ収穫畑、
矢切産直販売会場等　 先着25人　
ねぎを入れる袋　 1,200円（資料代、
保険代、ねぎ代）　 11月22日㈫〔必着〕
までに、往復はがきに住所・氏名・電話
番号を記入して、〒271－0092松戸市
松戸1874　松戸探検隊ひみつ堂「矢切
ねぎ収穫係」（☎727－7825）へ

心も暮らしも輝く年末お片づけ～家族
で楽しめる簡単整理法～
12月3日㈯10時～ 12時　 ゆうまつ

ど　 整理収納アドバイザー・松
まつ

林
ばやし

奈
な

萌
ほ

子
こ

氏　 先着50人（一時保育あり、
1歳～就学前、定員8人）　 11月25日
㈮までに、電話・FAXまたはEメールに
氏名・年齢・性別・住所・電話番号を記
入して、千葉県男女共同参画センター
☎043－252－8036、 043－252－
8037、 kenkyouse@mz.pref.chiba.
lg.jpへ

成人環境講座「地球温暖化の適応
策として農業に関する 2講演」
12月3日㈯13時15分～ 16時15分　
市民会館　 ①ソーラーシェアリング

②食糧危機および地球温暖化を止める　
①CHO技術研究所・長島彬氏②金沢大
学名誉教授・染井正徳氏　 先着50人　
電話で環境政策課☎366－7089へ

まつど市民活動サポートセンターの催し
①NPO・市民活動よろず相談室「NPOの
ための労務＆税務」　 12月3日㈯13時
～16時（1団体50分)　 同センター　
先着3団体　②来年3月開催「みらいフェ
スタ」出展団体募集　申込締切 12月15日
㈭ 1団体1,000円　共通 電話または
Eメールで同センター☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-sc.comへ

東松戸ゆいの花公園の講座
①フレッシュクリスマスリース作り　
12月7日㈬10時30分～ 12時30分　
国際フラワーアレンジメント協会認定講
師・箕

みの

輪
わ

朱
あけ

美
み

氏　 先着15人　 2,500
円　②2017年門松作り　 12月13日㈫
10時～12時　 三

さん

樹
き

の会　 先着15人
1,000円　共通 同公園マグノリア

ハウス　 電話で同公園管理センター☎
384－4187へ

上級救命講習会
12月9日㈮8時30分～ 17時　 ふれ

あい22　 心肺蘇生法（小児含む）、止
血法等　 市内在住・在勤・在学で、普
通救命講習を過去に受講した人　 先
着40人　 11月16日 ㈬・17日 ㈭9時
～ 16時の間に、電話で消防局救急課☎
363－1145へ

１２月星空観望会
12月10日㈯18時～ 20時　 市民会

館プラネタリウム室（NAOKO SPACE 
PLANETARIUM）　 星空案内と天体望遠
鏡での観望（雨天曇

どん

天の場合はプラネタリ
ウムのみ）　 先着80人（中学生以下は保
護者同伴）　 電話で同館☎368－1237へ

講演会「障害者差別解消法で子どもたち
の生活がどう変わるか・合理的配慮と
は？」
12月11日㈰13時30分～ 16時　 ふ

れあい22　 平塚市福祉総務課地域福
祉担当・又

また

村
むら

あおい氏　 先着150人　
12月6日㈫までに、電話・FAXまたは
EメールでNPO子ども子育て・発達支援
研究会☎070－6555－2295、 342－
5338、 kodomokosodate.matsudo
＠gmail.comへ

国際交流パーティー参加者募集
12月18日㈰13時～ 15時30分　

森のホール21　 立食、抽選会他　
先着300人　 3,000円（外国人2,000
円）〔会員は2,000円（外国人1,000円）〕、
小・中学生500円、小学生未満無料　
12月2日㈮〔必着〕までに、①申込書・
現金を直接（公財）松戸市国際交流協会
（松戸市小根本7の8　京葉ガスF第2ビ
ル5階）へ持参②申込書・返信用封筒
を同封して、現金書留で〒271－8588
松戸市根本387の5松戸市役所内　同協
会へ③千葉銀行松戸支店松戸市役所出
張所（普通預金2029597）へ振り込
み後、②の現金以外を同協会へ郵送の
いずれかで　※申込書は同協会ホーム
ページでダウンロード可　 同協会☎
366－7310

災害時外国人サポーター養成講座①災害
時に外国人が直面する課題他②災害時の
在住外国人への情報提供とやさしい日本
語③防災非常食を食べてみよう他
平成29年①1月28日㈯13時～16時45
分②2月4日㈯10時～17時③12時～17
時　※昼食付き　 市民会館　 ①②災
害時外国人支援ボランティアに興味のあ
る日本人③災害時訓練を体験したい外国
人　 先着①②20人③30人　 電話で
文化観光国際課☎366－7327へ

●広報まつど　2016年（平成 28年）11月15日

3 平成28年度臨時福祉給付金の支給対象となる可能性がある人には、申請書を送付しています。申請期限は平成29年2月1日㈬です。　問同コールセンター☎366－8192
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滞在期間11月22日㈫～12月6日㈫
　その地域や場所でしか制作できない映像や
音の作品をつくるフェリペ。今回の滞在では
映像作家のトーマスとともに松戸での生活を
映像におさめる予定です。松戸のまちの文脈
を読み解きながら、作品制作を行います。

長期滞在中のデザイナー・プ
リン・パニチュパンが3カ月間
の滞在を締めくくる最終プレ
ゼンテーションを行います。

 http://paradiseair.info/
（一社）P

ペ ア

AIR☎364－8832、文化観光国際課☎366－7327

ショートステイプログラム

ロングステイプログラム

パラダイスエア

松戸市では、電子計算機処理で行っている個人情報の保管等に係る主な業務を市ホームページで公表しています。　問総務課情報公開担当室☎366－7107

12月定例市議会開催予定
　松戸市議会12月定
例会は、12月 6日㈫
～22日㈭に開催され
る予定です。請願・陳
情は、11月25日㈮の
12時までに提出して
ください。
議会事務局議事調

査課☎ 366－7382

　新日本フィルハーモニー交響楽団のフルート奏者・作曲家である荒川洋氏
が徳川昭武をイメージして作曲した楽曲「1867」が演奏されます。
日時 11月27日㈰
1回目 13時～13時50分
2回目 14時30分～
15時20分
会場戸定邸表座敷棟

期日 会議予定 主な内容
12/ 6㈫ 招集日・本会議 議案の提案理由説明
    7㈬

本会議 一般質問    8㈭
    9㈮
   12㈪
   13㈫ 一般質問・議案質疑
   15㈭ 総務財務常任委員会

議案等の審査   16㈮ 健康福祉常任委員会
   19㈪ 教育環境常任委員会
   20㈫ 建設経済常任委員会
   22㈭ 本会議 議案等の採決

開催予定（開議予定時刻10時）

トーマス・シルバ&フェリペ・ロドリゲス
（コロンビア）
オーディオビジュアル

滞在制作報告会
12月17日㈯18時30分～20時30分（18時開場）
会場PARADISE AIR（本町15の4ハマトモビ
ル）　費用無料

市は国内外の芸術家の滞在・制作活動を支援しています

トーマス（左）とフェリペ（右）

昨年のまつどみらい会議の様子

荒川洋
ひろし
氏

（フルート）
田村直

なお
貴
たか
氏

（ヴァイオリン）
山本のりこ氏
（ヴァイオリン）

脇屋冴
さえ
子
こ
氏

（ヴィオラ）
三宅依

より
子
こ
氏

（チェロ）
藤井将

しょう
矢
や
氏

（コントラバス）
マルコス・ペレス・ミランダ氏
（クラリネット）

山田徹氏
（パーカッション）

出演

戸定アートプロジェクト2016 クリスマスコンサート
「♪松戸宿～音で訪ねるX’mas ～」

紅葉の回廊ツアー
　晩秋の千葉大学園芸学部西欧風庭園と与謝野晶子の歌碑を松戸シティガイ
ドがご案内します。
日時 11月26日㈯・27日㈰10時から、13時から〔小雨決行〕
所要時間 1時間
費用 200円（資料代、庭園管理保全費）
ツアー開始15分前から、戸定邸玄関前で

※一部足元の悪い場所があるため、歩きやすい服装・靴でご参加ください。
松戸市観光協会「松戸探検隊ひみつ堂」☎727－7825、090－6100－

5398（齋藤、当日のみ）

費用入場料（共通入館券一般240円など）
不要。直接会場へ
戸定歴史館☎362－2050

カフェ戸定
　徳川慶喜が飲んでいたとされる、フランス流に
焙
ばい

煎
せん

したコーヒーをお楽しみください。
日時 11月26日㈯・27日㈰各10時～15時
会場松雲亭
費用お抹茶、德川将軍珈

コーヒー

琲（お菓子付き）各500円
松戸市観光協会「松戸探検隊ひみつ堂」☎727－7825

戸定のイベント

松戸地域職業訓練センター 講座のお知らせ

講座名 　日時 

初めてのパソコン＆インターネット講座（Windows） 12/  1 ㈭  ・  2㈮午前・午後
Wordを使った文書作成講座 12/12㈪ ～15㈭午前
Excelを使った表計算講座 12/   5 ㈪  ～  8 ㈭午前
Excel応用講座（Excel経験者） 12/10㈯  ・17㈯午前・午後
Excel活用講座（Excel経験者） 12/12㈪ ～15㈭午後
PowerPoint基礎講座(Word経験者） 12/19㈪ ～22㈭午前
Access基礎講座(Excelデータベースの知識がある方） 12/  5 ㈪ ～ 8 ㈭午後

定員各先着10人　
費用12,000円（当会員事業所または団体会員メンバーは10,000円）

※開催日の7日前に申し込みが 1人以下の場合は中止。詳しくはお問い合わせください。
※受講費用の一部を助成する若年者職業訓練講座助成金制度の詳細は、電話で商工振
興課☎711－ 6377へ。
 受講料を添えて、直接同センター（小金原1の19の 3、☎ 349－3200）へ

Windows7
使用

要申込

まつど市民活動サポートセンター
☎365－5522

●ポスター展示「松戸の市民活動・NPOを一度に知る」　10時～13時
約30団体が活動を紹介します。直接話を聞くこともできます。
●事例紹介「団体コラボレーションで広がる活動の輪」　11時～12時
●事例1「みんなのふれあい★フェスタ～障がいの有無に関わらずお互いを
　　　　  理解し合える場づくり～」　
●事例2「つながろう、子ども食堂 inまつど2016～いろんなイバショが
　　　　  あってもいいんじゃない？～」
●個別おしゃべりタイム「次の一歩が見つかるチャンス」　12時～13時
●みらい会議「みんなで話そう松戸の未来」　13時～16時 30分
参加者が、自分の関わり
たい・知りたいテーマを
選び、テーブルを囲んで
語り合います。当日参加
でテーマを持ち込むこと
も大歓迎です。

　松戸市出身のアーティストm
ミ ル ク タ ブ

ilktubのボーカル
b
バ ン ブ ー

amboo氏総合プロデュースによるアニソンのコン
サートを開催します。
日時平成29年1月22日㈰16時（15時開場）
会場森のホール21大ホール
参加アーティストmilktub、遠藤正明、きただにひろ
し、A

ア イ リ

iRI、Z
ツ ヴ ァ イ

wei、流
ながれ

田
だ

P
プ ロ ジ ェ ク ト

roject、O
オ ク ト

×T、G
ゲ ロ

ero
チケット一般3,997円
※チケットの詳細は、JPCC2017公式サイト
 http://jpopcc2017.net/をご覧ください。

J
ジ ャ パ ン

APAN P
ポ ッ プ

OP C
カ ル チ ャ ー

ULTURE
C
カ ー ニ バ ル

ARNIVAL2017 i
イ ン

n 
M

マ ツ ド

ATSUDO f
フ ィ ー チ ャ リ ン グ

eat. 
A
ア ニ ソ ン

NISON

～松戸の“みらい”を共につくる
キッカケが見つかる
出会いの場～

文化観光国際課☎366－7327

午前= 9:30～12:30
午後=13:30～16:30

市内在住・在学
の高校生を無料
招待します（条件
あり）。詳細は、
JPCC2017公式
サイトをご覧く
ださい。

●松戸駅からバスで10
分〔松戸駅西口1番バス停
（京成バス）「市川駅」行き
に乗って「浅間台」下車〕　
※公共交通機関をご利用
ください。

12月11日㈰10時～16時30分
会場まつど市民活動サポートセンター
（上矢切299の1、総合福祉会館内）

国道
6号

千葉大
園芸学部

第二中学校

松戸警察署

浅間台

ＪＲ
常磐
線

新京
成線

市民劇場
旧水戸街道

角町交差点

▲葛飾大橋

新葛飾
橋

松戸
駅

金町

市川 ▲

▲

▲

上本
郷

▲

北松
戸

▲

陸　橋

トンネ
ル

まつど市民活動サポート
センター・総合福祉会館

ⓒ新日本フィル

ⓒ新日本フィルⓒ新日本フィル
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11月19日㈯に開催予定の松戸都市計画卸売市場の変更に関する松戸市都市計画公聴会は、公述の申し出がなかったため中止になりました。　問消費生活課☎366－7329

「ファミリーマジックショー」
　松戸奇術会の楽しいパフォーマンスを親子で一緒に楽しみませんか。
日時 12月10日㈯10時30分から（開場10時）　会場市民劇場　対象幼児
～小学生までの子と保護者　定員 300人（抽選）　費用無料
11月22日㈫〔必着〕までに、申込フォームまたは往復はがきに講演会名・郵

便番号・住所・電話番号・参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・性別・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（☎367－7810）へ　※定員に満たな
い場合は11月24日㈭から電話で
受け付け。
※  mcsyogaigakusyu-kouza@
city.matsudo.chiba.jp から受信
できるよう設定してください。

上沢直之投手

　スポーツ大会等で、優秀な成績を収めた
子どもたちの表彰や紹介などを行います。
また、松戸出身の北海道日本ハムファイター
ズ・上沢直之投手が、応援に駆けつけます。
日時12月11日㈰13時～15時30分(12時開
場)　会場森のホール21小ホール　定員先着
500人　費用無料　※手話通訳、要約筆記、
一時保育（12月1日㈭までに要予約、6カ月
～就学前、先着10人）あり。
子ども政策課☎704－4007

生涯学習推進課おやこっこクラブ特別講演会

自転車教室 要申込

　現役競輪選手、ガールズケイリン選手、自
転車安全整備士が、優しくわかりやすくコー
チします。保護者からの相談も受け付けます。
日時 12月 10日㈯・11日㈰各10時から1
～2時間程度　会場松戸競輪場内多目的広場
（JR北松戸駅下車）対象年長～小学校低学年
の子ども　定員各10人（抽選）　費用無料
11月25日㈮〔必着〕までに、往復はがきに住所・子どもの氏名・年齢・身長・

保護者氏名・希望日・電話番号を記入して、〒271－0064松戸市上本郷594
松戸市公営競技事務所「自転車教室担当」（松戸競輪場内☎362－2181）へ
※11月30日㈬までに返信を発送します。

教室名 日時 内容 講師

①

忍者修行
〔全10回〕　
※夜間の教室のた
め、保護者の送迎
が必要

12/20 ～ 2/21 の毎
週火曜日（1/3 を除
く）18:30 ～ 20:00
※ 2/25 ㈯芸術祭に
て発表

忍術を体験する

古武術研究会
妙
みょう

風
ふう

庵
あん

武術道
場・村松幸

こう

龍
りゅう

氏

② ドラム入門教室〔全９回〕

12/23 ㈷、1/8 ～
2/19 の毎週日曜日
9:00 ～ 12:00
※ 2/25 ㈯芸術祭に
て発表

やさしく基本奏法の
習得、課題曲の完成
を目指す

八街ウィンドシ
ンフォニア・加
藤勝吾氏

③ 凧
たこ

づくりと凧あ
げ体験

12/26 ㈪ 10:00 ～
12:00

自分で凧を作り、日
本の正月遊びの凧あ
げを体験する

日本凧の会・
高橋忠

ただ

友
とも

氏

④
目指せ日本代表！
バドミントン教
室〔全４回〕

1/8 ～ 29の毎週日
曜日14:30 ～ 16:00

基本の打ち方から練習
試合まで

松戸市バドミ
ントン協会

⑤ 冬の陶芸教室〔全４回〕

1/14 ㈯・21㈯、
2/4 ㈯・18㈯
14:00 ～ 15:30
※ 2/25 ㈯芸術祭に
展示

陶土で皿や茶碗など
を造り素焼き・色付
け・本焼きをする

NPO子どもっ
とまつど

⑥ 落語名人になろう！〔全６回〕

1/21 ～ 2/25 の毎
週土曜日 10:00 ～
11:30
※ 2/25 ㈯芸術祭に
て発表

「毎度ばかばかしい
お噺
はなし

を…」など、
語りや間について
体験、発表する

柳家千
せん

寿
じゅ

氏、
ＮＰＯ子ど
もっとまつど
落語倶

く

楽
ら

部
ぶ

⑦
デザイン書道で
筆文字アート教
室☆〔全 2回〕

1/21 ㈯・22㈰
10:00 ～ 12:00
※ 2/25 ㈯芸術祭に
展示

いつもとは違った筆
使いで、作品作り

書道家・中澤
梨
り

舟
しゅう

氏

会場①②③④⑥⑦青少年会館⑤ふれあい22　対象市内在住・在学の①小
学3年～中学生（保護者・兄弟・姉妹の参加可）②小学5年～高校生③小
学生④小学3～ 6年生⑤小学3年～中学生⑥小～中学生⑦小学4年～高校生
定員①③④20人②10人⑤～⑦15人（抽選）　費用①②④⑦無料（②ステ
ィックのない人は350円）③300円⑤⑥500円
①～③12月1日㈭④～⑥12月19日㈪⑦12月26日㈪〔各必着〕までに、

電子申請サービスまたは直接窓口（普通はがき持参）また
は往復はがきに、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新松戸南2の2青少年会館（☎344－8556）へ　
※はがき・往復はがきは、１教室につき１枚必要です。

　市では、中・重度の要介護の人でも、住み慣れた家と地域で暮らし続け
られるように、24時間体制で必要な介護と看護のサービスを一体的に提供
できる「定期巡回・随時対応サービス」の整備を推進しています。
サービス内容
①定期巡回サービス計画に基づき、1日複数回の訪問介護を行います
②随時対応サービス利用者の家族から連絡を受け、24時間、要請や相談を
受け付けます
③随時訪問サービス随時対応サービスの判断に基づき、介護職員が自宅に
伺います
④訪問看護サービス医師の指示に基づき、看護職員が自宅に伺います
下記の各事業所（サービス内容、利用申込について）、介護保険課☎366

－7370（介護保険制度について）

冬の青少年教室

松戸市子ども夢フォーラムを開催します

要申込
要申込

電子申請サービス

申込フォーム

12月

※全て無料。 ※わんぱく組2歳以上、なかよし組2歳未満、
よちよち組9カ月以上2歳未満、はいはい組8カ月以下。

―常盤平児童福祉館☎387－3320―
わくわく広場 (わんぱく組 )7日㈬10時30分～11
時30分　( よちよち組 )1日㈭・8日㈭10時30分～
11時　( はいはい組 )2日㈮10時30分～11時
あそぼう会毎週火曜日15時30分～16時15分　
内容ゲーム大会他　対象主に小学生
中高生の広場（TAPS）毎週土曜日（31日を除く）17
時～19時　内容ケーキ作りに挑戦他
歌の広場3日㈯15時～15時30分　対象 小・中学生
卓球広場10日㈯14時～15時30分　対象 小・中学生
おはなし広場13日㈫16時～16時20分　内容 絵本
の読み聞かせ　対象 幼児と保護者、小学生
おたのしみ会17日㈯15時～16時　対象 乳幼児と
保護者、小学生
―移動児童館☎387－3320―
わくわく広場 東部市民センター 7日㈬10時～12時　
小金北市民センター1日㈭・8日㈭　（なかよし組）10時

20分から　（わんぱく組）11時から　稔台市民センター
2日㈮・9日㈮　（なかよし組）10時20分から　（わん
ぱく組）11時から　内容体操・手遊びなど
あそぼう会 古ケ崎市民センター 6日㈫15時～16時
30分　柿ノ木台公園体育館 7日㈬15時15分～16時
30分　小金北市民センター1日㈭・8日㈭15時15分
～16時30分　稔台市民センター2日㈮・9日㈮15時
～16時30分　内容年忘れゲーム大会など　対象
小学生
移動観劇会 古ケ崎市民センター 13日㈫ 、柿ノ木台
公園体育館 14日㈬、小金北市民センター15日㈭、
稔台市民センター16日㈮　各15時30分～16時30
分（15分前に入場）　内容音楽人形劇　対象乳幼
児と保護者、小学生
―根木内こども館☎315－2985―
パティシエ教室3日㈯10時～12時　対象小学4年
生以上（要予約）
ひょうたんの会13日㈫11時15分～12時　内容手
遊びとお話　対象乳幼児と保護者
音楽であそぼう！ 14日㈬10時～11時　対象乳幼
児と保護者（要予約）
工作くらぶ10日㈯13時～15時　内容クリスマス
グッズ作り　対象小学生以上

クリスマス会お楽しみ会17日㈯13時～15時　
内容ゲーム大会とおやつ作り対象小学生以上
おやこＤＥ広場お楽しみ会20日㈫11時～12時　
内容クリスマス会　対象乳幼児と保護者
絵本はじめのいーっぽ23日㈷11時20分～12時　
内容読み聞かせと絵本の紹介　対象乳幼児と保護者
シングルマザーの会10日㈯13時～14時30分（要
予約）
囲碁教室毎週土曜日　対象小学生以上（要予約）
―野菊野こども館☎331－1144―
中高生タイム①10日㈯②17日㈯③24日㈯各17時
30分～19時30分　内容①フリータイム②野菊野
食堂③野菊野塾　対象中学生・高校生
おやこDE広場9日㈮11時30分～12時　内容絵
本の読み聞かせ　対象乳幼児と保護者
のぎっこひろば18日㈰10時30分～12時　内容
団地のもちつきに参加しよう！　対象幼児と保護
者・小学生
―森のこども館☎331－1144（21世紀の森
と広場内・森の工芸館）―
3日㈯10時～16時　内容森の中でクリスマス　
対象幼児と保護者・小学生

地域 事業所名称 所在地 電話番号 定員
東部地区 ルポゼ東松戸 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
東松戸 3の
15の 16 392－0001 20人

常盤平地
区

やさしい手八柱 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

日暮1の19
の3 365－3051 50人

馬橋地区 元気介護サービス定期巡回 中根 517 331－5353 30人
明第２西
地区 定期巡回・随時対応型訪問介護看護みくに 栄町西 5の

1322 710－9850 40人
※平成 28年 11月 1日時点

定期巡回・随時対応サービスをご利用ください

乗れない子
対象



21世紀の森と広場内
博物館
〒270－2252 松戸市千駄堀671
☎384－8181

博物館と戸定歴史館は、市内在住の身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人
とその介護の人、市内在住の70歳以上の人は観覧料無料です。また、小・中学生も観覧料無料です。

開館時間…9:30～17:00（入館は16:
30まで）
休館日…月曜日（祝・休日の場合は
開館し、翌日休館）・年末年始
常設展観覧料…一般300円、高校・
大学生150円（団体料金あり）。
※障がい者専用以外の駐車場はあり
ません。21世紀の森と広場の有料駐
車場をご利用ください。

◆企画展「石
いし
斧
おの
と人－３万年

のあゆみ－」
11/23㈷まで
会場企画展示室　観覧料一般
300円、高校・大学生150円
◆学芸員による展示解説会
11/19㈯・23㈷ 14:35～15:10
会場企画展示室　費用企画展観
覧券が必要（申込不要）
◆第1回博物館アワード作品展
12/6㈫～18㈰ 9:30～17:00
内容児童生徒の博物館アワード
応募作品を展示　会場企画展示
室　観覧料無料
◆ミュージアムシアター
・11/30㈬までの（平日）13:15、
15:15（土・日曜日、祝日）15:15
「〈森浩一が語る日本の古代 第2
巻〉縄文時代 森の文化・海の文
化・山の文化」〈約48分〉
・12/1㈭～27㈫（平日）13:15、
15:15（土・日曜日、祝日）15:15
「かいこ〈日本の染と織2〉」〈33
分〉
会場講堂　定員各回先着80人
（申込不要）　費用無料
◆午前11時の名画座
・11/30㈬までの 11:00
「〈菅江真澄の旅 第6巻〉秋田
編」〈49分〉
・12/1㈭～27㈫ 11:00
「〈千葉県指定無形民俗文化財
シリーズ〉おらんだ楽隊」〈25分〉
会場講堂　定員各回先着80人
（申込不要）　費用無料

※申し込みは、全て当日会場で。
◆①健筋運動②簡単フラダンス
11月・12月（12/23・29・30
を除く）の毎週①木曜日②金曜
日10:00～10:50　会場運動公
園武道館　対象①60歳以上②18
歳以上の人（初心者可）　定員各
先着25人　持ち物①上履き　費
用1回500円　 同公園☎363
－9241
◆①カローリング、卓球教室②
スポレク地域祭グラウンド・ゴ
ルフ大会
①11/20㈰9:00 ～12:00②
11/27㈰9:00～13:00　会場①
小金南中学校②小金北小学校
定員②先着140人　持ち物①上
履き　 スポーツ推進委員・堀
☎344－1735
◆軽スポーツ教室
11/27㈰9:00～12:00　会場常
盤平第一小学校　内容グラウン
ド・ゴルフ、ソフトバレーボー
ル等　 スポーツ推進委員・小
暮☎090－4012－7686
◆カローリング教室
11/27㈰13:00～15:00　会場南
部小学校　対象小学生以上　
スポーツ推進委員・平

ひら

出
いで

☎367
－5457

松戸駅市民ギャラリー
生涯学習推進課☎367－7810

〈11/24㈭まで〉
税に関する作品展
松戸税務署総務課☎363－

1171
布の染め花・クレージー

キルト展
沼尻☎345－6864

〈11/25㈮～12/8㈭〉
墨
ぼく
真
しん
会
かい
水墨画展

河合☎346－2218

◆土日祝のキッズシアター
・11/27㈰までの土・日曜日、
祝日 13:15
アニメ「〈ふるさと再生 日本の
昔ばなし〉屁ひり嫁」ほか2話
〈約25分〉
・12/3 ㈯～25 ㈰までの土・
日曜日、祝日 13:15
アニメ「〈ふるさと再生 日本の
昔ばなし〉ねずみの婿取り」ほ
か2話〈約25分〉
会場講堂　定員各回先着80人
（申込不要）　費用無料　※
12/4㈰の上映はありません。
◆学芸員講演会④「『松戸町
報』から見た大正時代の松戸」
12/4㈰ 13:00～15:00
会場講堂　定員先着80人（申
込不要）　費用無料
◆古文書を読む（近世入門編）
〔全 5回〕
H29/1/7㈯・21㈯、2/4㈯・
18㈯、3/4㈯各10:30～12:00
会場実習室　定員30人（抽選、初
めての人優先）　費用無料
12/22㈭〔必着〕までに、往復は
がき（1人1枚）に、住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号を記入して、「古
文書を読む（入門編）」係へ
◆古文書を読む（近世中級編
Ⅱ）〔全5回〕
H29/1/15㈰・29㈰、2/12㈰・
26㈰、3/12㈰各10:00～12:00
会場実習室　講師江東区文化財調
査員・出口宏幸氏　対象経験者
定員30人（抽選）　費用無料
12/22㈭〔必着〕までに、往復は
がき（1人1枚）に、住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号を記入して、「古
文書を読む（中級編Ⅱ）」係へ
◆ガイドツアー（総合展示解説）
随時受付（常設展観覧券が必要）

開館時間…9:00～16:00
休館日…月曜日（祝・休日の場合は開
館し、翌日休館）
※みどりの相談室は、水・土・日曜日と
祝日の10:00～12:00と13:00～15:30
（電話相談あり）。
※バーベキューのお問い合わせは、☎
385－1815へ。

◆失敗しない柿栽培のポイント
12/8 ㈭ 13:30～15:00
講師千葉大学助教・三輪正幸氏

パークセンター
☎345－ 8900

21世紀の森と広場

講座は全て申込制。電話でパーク
センターへ（9:00 ～17:00）

定員先着70人　材料費無料
◆シクラメンの管理
12/10 ㈯ 13:30～15:00
講師みどりの相談員・宮本光昭
氏　定員先着24人　材料費500円
◆いきもの調査隊「カマキリの
卵を調査せよ！」
12/11 ㈰ 10:00 ～11:30
講師自然解説員・相澤章仁氏
定員先着25人　費用無料
◆ワラで楽しく作るお正月飾り
12/11 ㈰ 10:00 ～12:30
講師東葛しぜん観察会　定員先
着30人　材料費 500円
◆クリスマスを楽しく彩る生花
のアレンジメント
12/17 ㈯ 13:30～15:30
講師（公社）日本フラワーデザ
イナー協会・吉田エリコ氏　定
員先着24人　材料費 2,500円
◆バードウォッチング～勢ぞろ
いした冬鳥に会おう～
12/18 ㈰ 10:00～11:30
講師自然解説員・直井宏氏　定
員先着25人　費用無料
◆正月を祝う和盆栽の寄せ植え
12/18 ㈰ 13:30～15:00
講師みどりの相談員・丸尾三恵
子氏　定員先着24人　材料費
1,000円
◆ミニ門松作り
12/23㈷13:30～15:30
講師流山高校教諭・小松直木氏
定員先着20人　材料費 500円

第87回 がん患者・家族「集いの場」　要申込
11月21日㈪13時30分～15時30分　会場市立病院2号5階会議室　内容フ
リートーキング　定員先着15人　費用無料
電話またはFAXで同病院がん診療対策室☎363－2171（内線1667）、

363－1489へ

愛の献血（まつど健康マイレージ15マイル対象）
11月29日㈫9時30分～11時30分、12時45分～16時　会場マブチクラブ（松
飛台176）　※松戸献血ルームPure（☎703－1006）では随時受け付けていま
す。冬季キャンペーン実施中。献血した人にオリジナルキティ手帳プレゼント。
健康推進課☎366－7487

いきいきシニア楽しいクッキング教室（まつど健康マイレージ5マイル対象）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60歳以上の人　持
ち物エプロン・三角巾・布巾2枚・手拭きタオル・筆記用具　費用無料
11月15日㈫9時から、電話で各保健福祉センターへ

市民公開講座「胃がん・大腸がん治療最新事情」
12月3日㈯13時30分～15時　会場国府台病院外来管理治療棟5階講堂　費用無料
同病院事務管理課・藤橋☎047－372－3501

健康教室（メタボ）　要申込
12月①8日㈭②14日㈬③21日㈬各14時30分から　会場市立病院4号館地
下1階会議室　講師同病院①医師②検査技師・管理栄養士③薬剤師･保健師　
対象肥満、血糖値・血圧が高め、中性脂肪が高い、にあてはまる人とその家

戸定歴史館
☎362－2050

開館時間…9:30～17:00（入館は
16:30まで）
休館日…月曜日（祝・休日の場合は開
館し、翌日休館） 
入館料…共通券一般240円など
個別券一般150円など

◆企画展「公爵　徳川慶喜家」
後期12/23㈷まで
前後期で、一部展示品を入れ替え

開館時間…10：00～18：00
（初日と最終日は公開時間が変更の場

文化ホールギャラリー
☎367－7810

合があります）
休館日…月曜日
◆あすなろ会洋画展
11/15㈫～20㈰
森田☎346－3606

◆創
そう

元
げん

会
かい

千葉支部展
11/16㈬～20㈰
土佐☎04－7124－9429

◆まつど生涯創年の会作品展
11/22㈫～27㈰
沼邉☎363－4410

◆松戸地方特別支援教育連盟
合同作品展
11/23㈷～27㈰
教育研究所☎366－7461

◆しあわせ・平和・想いいろ
いろ作品展
12/1㈭～4㈰
杉見☎386－1993

◆土曜絵画教室ラディカル展
12/6㈫～11㈰
小島☎343－0657

◆萌
もえ

樹
ぎ

会
かい

展
12/13㈫～18㈰
片山☎727－3082

◆アメリカン＆ハワイアンキ
ルト作品展
12/15㈭～17㈯
高村☎389－0176

〈12/9㈮～21㈬〉
流転 福島&チェルノブイリ
中
なか

筋
すじ

☎090－8849－6864

族、健康に関心のある人　定員先着30人　費用無料
電話で同病院健康管理室栄養担当☎363－2171（内線1008）へ

懐かしの歌謡曲de健康体操！　要申込
12月13日㈫13時～14時30分　会場馬橋市民センター　講師音楽健康指導
士、介護予防指導士　対象おおむね65歳以上の人　定員先着30人　費用無料
電話で新松戸高齢者いきいき安心センター☎346－2500へ

心の健康づくり講演会（まつど健康マイレージ5マイル対象）　要申込
12月17日㈯14時～15時45分　会場市民劇場　講師真

しん

生
せい

会
かい

富山病院心療内科部
長・明

あけ

橋
はし

大
だい

二
じ

氏　定員先着300人　費用無料　※手話通訳・要約筆記、一時保育（条
件あり。中央保健福祉センターに要事前申込）あり。
11月15日㈫9時から、電話またはFAXに講演会名・かな氏名・電話番号を記

入して、中央保健福祉センター☎366－7489、 363－9766へ日程 会場 定員（先着） 電話番号
11/30㈬ 中央保健福祉センター 30人 366－7489
12/  1㈭ 常盤平保健福祉センター（ふれあい22　2階） 30人 384－1333
12/  9㈮ 小金保健福祉センター 20人 346－5601

相談名（原則予約制） 日時 予約・問い合わせ

不妊相談 電話（予約不要）12/13 ㈫   9:00 ～11:30

☎361－2138
来所 12/13 ㈫ 13:30 ～15:00

思春期相談 12/ 27㈫ 13:30～15:30
精神保健福祉相談 12/    6㈫・19㈪14:00～16:00
酒害相談 12/15 ㈭ 14:00～16:30

エイズ検査

即日検査 12/   6㈫・20㈫13:30～14:00

☎361－2139夜間検査 12/20 ㈫ 17:30～19:00
※要予約。　※検査は匿名・無料。
※梅毒、クラミジア、B型・C型肝炎の検査も可。

DV相談 電話（予約不要）月～金曜日 9:00 ～ 17:00 ☎361－6651来所 原則金曜日 9:00 ～ 17:00
障がい者
差別相談

電話（予約不要）月・火・木・金曜日
9:00～ 17:00

☎361－2346
367－7554来所

松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談

六実市民センター本館は、空調工事のため、11月26日㈯・27日㈰に休館します。別館は通常通り営業します。　問同センター☎ 385－0116
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※都合により会場等は変更になる場合があります。※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。

健康体操コスモス(ストレッチ、リズム体操等)
毎週火曜日9時20分～10時50分　
和名ケ谷スポーツセンター　 50歳以
上の女性　 先着5人　 月2,500円（入
会金1,000円）　 佐藤☎ 392－2733
ザ・エクササイズ (エアロビクス、ヒップホップ)
毎週火・木・土曜日10時～12時　

六実市民センター別館　 30～69歳の
女性　 先着30人　 月3,000円（入会
金500円）　 広瀬☎090－6022－1424
まつど山

さん

翠
すい

会（登山・ハイキング）
毎月第1水曜日・第3火曜日19時～21
時　 市民会館　 65歳までの市民　
月500円（入会金1,000円）　 小林☎080
－1211－9257

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）　 …申込方法、申込先　 …問い合わせ先

◆ステンドグラス作品展ガラス工房
Hiro「灯

あか

り展 2ｔｈ」
11月15日㈫～30日㈬10時～19時

(15日のみ12時から、月曜日は休館）　
ニッセイエデンの園松戸アカデミー館

（JR市川大野駅下車）　 同工房・吉江
☎090－3001－7954
◆千葉県生涯大学校浅間台学園祭（オー
プンキャンパス）
11月16日㈬10時～16時30分　 市
民会館　 浅間台事務局☎368－1796
●転倒予防・筋力強化の体操教室
①11月17日㈭・24日㈭各13時15分

～14時45分②11月23日㈷、12月7日
㈬各 14時10分～15時40分　 ①市
民交流会館②小金市民センター　 65歳
以上の人　 先着10人　 各500円　
電話で健康づくり体操・金子☎345－
6137へ
◆育てにくい子にはわけがある「グレー
ゾーン＆発達障がい」を学ぶ子育て講座
11月18日㈮10時～12時　 市民

会館　 先着30人　 1,500円　 FAX
で共育ステーション地球の家・熊

くま

谷
がい

387－1440（☎080－2251－1620）へ
◆訪問看護基礎研修会
11月19日㈯9時30分～12時30分
流山市生涯学習センター（TX流山セン
トラルパーク駅下車）　 看護師の資格を
取得済みで現在働いていない人、訪問看
護に興味のある看護師　 先着15人　
FAXで千葉県看護協会事業第一課 043
－248－7246（☎043－245－1712）へ
◆クリスマス＆お正月花を生けよう！（伝
統文化親子教室事業）
①11月19日㈯②12月3日㈯③12

月17日㈯各14時～15時　 ①稔台市
民センター②③八柱市民センター　 ①
②クリスマス花③お正月花　 幼児～高
校生（保護者も可）　 1回2,000円
華道育成会・藤平☎090－2909－6159
◆松戸脳卒中ネットワーク市民公開講
座～脳卒中について知ろう～
11月19日㈯14時30分～16時30

分　 東葛クリニックみらい（松戸駅下
車）　 先着120人　 当日会場で　 松
戸市医師会事務局☎368－2255
●健康体操教室
11月21日㈪13時～15時　 市民

交流会館　 リズム体操、ストレッチ他
50歳以上の女性　 500円　 電話で

健康体操ポルカ・小川☎090－2745－
7814へ
◆松戸地方特別支援学級・特別支援学
校合同作品展
11月22日㈫～27日㈰10時～18時
文化ホール　 常盤平第一小学校・平

澤☎387－2397
◆東北復興支援チャリティバザー・ミニ
ライブ・フラダンス
11月23日㈷10時～13時　 稔台

市民センター　 はまなすの会・佐藤☎
367－1324
●ガールスカウトカフェ (身近なもので作
る防災グッズとテント体験、楽しいソング )
11月23日㈷12時～14時　 松戸

中央公園　 小学3年生までの女子　
ガールスカウト千葉県20団・山中☎365
－0533（夜間のみ）
◆「袴

はかま

田
だ

巖
いわお

夢の間の世の中」上映と金
キム

聖
ソン

雄
ウン

監督のトーク
11月23日㈷13時30分～16時30分

市民会館　 先着150人　 800円　
当日会場で　 狭山事件にとりくむ東

葛住民の会・神
かん

林
ばやし

☎343－3803へ
◆歌謡スタジオ「歌

か

練
れん

」・歌謡祭
11月25日㈮9時50分～18時30分
市民劇場　 先着330人　※飛び入り参
加も可　 歌

うた

王
おお

会・木村☎394－2223
●1日体験プレーパーク
11月26日㈯10時～14時　 金ケ

作自然公園　 お弁当・水筒等　 100
円　 冒険遊び場まつどあそぼうよ・岡

おか

戸
ど

☎04－7176－9432
◆テコンドー楽しい武道体験会
11月26日㈯13時15分～14時　 運動
公園　 先着10人　 電話で松戸テコン
ドークラブ・佐野☎090－4224－1793へ
●はるかぜコンサートで一緒に歌って!!
大募集!!
11月26日㈯14時～16時（第１回目

練習会、以後練習は月2回）　 明市民セ
ンター等　 平成29年5月7日㈰に森
のホール21で行われる演奏会で演奏　
作曲家・安藤由

ゆ

布
う

樹
き

氏　 1回500円（楽
譜代等）　 東葛合唱団はるかぜ・太田☎
090－7821－1127
●友愛セール (手作り布製品・お菓子等 )
11月26日㈯10時30分～12時30

分　 まつど市民活動サポートセンター
松戸友の会松戸方面・丸山☎342－

0734（昼間のみ）
●初心者マジック教室〔全 3回〕
11月27日㈰、12月4日㈰・11日㈰

各13時～16時　 市民会館　 2,500
円　 電話で松戸奇術会・岩田☎388－
2783へ
◆「明日もあるさ会」皆で歌おうin松戸
11月30日㈬14時～16時30分　

小金市民センター　 500円　 生涯現
役ときわ会・中川☎090－7813－6178
●人前であがらず話せたら ! 話し方講座
〔全4回〕
12月 1日㈭・15日㈭、平成29年1

月12日㈭・26日㈭各19時～21時　
市民会館　 筆記用具　 3,000円（テ
キスト代）　 電話で実践話し方研究会・
田中☎090－4374－3931（昼間のみ）へ
◆吉

き

里
り

吉
き

里
り

わかめのお料理教室
12月3日㈯10時～13時30分　 市

稔台リズム体操同好会（ストレッチ、ダンス）
毎週土曜日9時30分～11時　 稔台

市民センター　 女性　 月2,000円（入
会金 1,000円）　 矢吹☎364－9606
百
ひゃく

星
せい

会
かい

（篆
てん

刻
こく

）
毎週第１水曜日14時～17時　 市民

会館　 月1,000円（入会金なし）　 丸
山☎363－1561（昼間のみ）
山
さん

遊
ゆう

塾
毎月土・日曜日、祝日の4～5回6時

～19時　 ①新松戸駅前集合（登山・ハ
イキング等）②馬橋市民センター（そば打
ち・オカリナ教室等）　 おおむね65歳
までの人　 月500円（入会金なし）　
永田☎090－8803－8346

民会館　 先着30人　 500円　 電話
で吉里吉里わかめを応援する会・生方☎
090－1432－2126へ
◆松戸のみどり再発見ツアー「石みやの
森から紅葉の八柱霊園を歩き、みどり
の再発見」
12月4日㈰9時30分 JR東松戸駅改

札口集合、14時現地解散〔雨天中止〕　
飲み物、昼食、暖かい服装　 300円

（小学生以下は無料）　 当日現地で　 緑
のネットワーク・まつど・高橋☎090－
2935－9444
◆常盤平7丁目文化展
12月4日㈰10時～17時　 常盤平

市民センター　 常盤平7丁目町会・松
重☎384－3088
◆やわら木

ぎ

苑
えん

冬のバザー（バザー品募集)
12月4日 ㈰11時 ～13時30分　
同苑（新京成五香駅下車）　 同友の会・
有
あり

吉
よし

☎385－1812
◆ 21世紀の森と広場 森の工芸館「ク
リスマスリース&正月リースを作ろう」
12月4日㈰13時～15時　 先着20

人　 800円　 FAXに住所・氏名・電
話番号・参加人数を記入して、千葉県森林
インストラクター会・野村 047－467
－1334へ
●人形劇とおはなしのひろば
12月 4日㈰13時30分～16時

青少年会館　 松戸子どもの文化連絡会・
﨑野☎703－9897（昼間のみ）
◆社交ダンス
12月4日㈰13時30分～16時30分
勤労会館　 先着50人　 1,000円
電話でユーカリ会・浮

うき

ケ
が

谷
や

☎080－
2011－4447 へ
●能楽「人間50年」を皆で謡

うた

い舞う
12月5日㈪・8日㈭各9時～10時　

矢切公民館　 11月30日㈬までに、電
話で一

いち

謡
よう

会・森内☎367－1528へ
◆クリスマスソングを楽しく歌いましょう♪
12月7日㈬10時30分～12時　 し

んまつど幼稚園（JR新松戸駅下車）　 先
着20人　 電話で新松戸女声コーラス・
池本☎347－1950へ
●歌と踊りの競演　松戸民演発表会
12月13日㈫11時～19時　 市民会

館　 松戸民演連盟・成嶋☎341－3572

図書館二十世紀が丘分館は電気設備改修工事のため、12月6日㈫・7日㈬は休館します。　※休館中も返却ポストは利用できます。　問図書館☎365－5115
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　歯磨きについてさまざまなことが話題になります。例えば歯ブラシの大き
さ・毛の硬さ、歯磨剤といわれる歯磨き粉、もう一つはいわゆる洗口液とい
うものだと思います。今回はこの洗口液について述べてみたいと思います。
　洗口液には、“洗口液”というものと“液体歯磨剤”というものがあります。
一つめの洗口液はブラッシング後に液体を口に含みすすぎうがいを数秒か
ら数十秒行い吐き出します。二つめの液体歯磨剤はそれを口に含みそのま
まブラッシングをするものと、うがいをして吐き出したあとブラッシング
をするというものです。
　まず一つ目のすすぎうがいをする洗口液ですが、口の中をきれいにする
効果と口臭予防効果があるといわれています。具体的にはプラーク付着の
抑制、それに伴う歯石付着の防止、歯肉炎予防、虫歯予防、口の中の爽快
感ということです。二つ目の液体歯磨剤として用いられる洗口液ですが、
これも一つ目の洗口液と同様に口の中をきれいにすることや口臭予防効果
といわれています。同様な効果ですが、液体歯磨剤としての洗口液はブラ
ッシングをするということが前提になっているので、歯肉炎予防に加え歯
周病予防と表記されているものもあります。
　これらの効果を考えると、“洗口液”は非常に有効なものと考えられます。
また近年では細菌への殺菌効果、口臭予防などのさらなる効果がいわれて
います。ただし、ここでしっかり確認しておかなければいけないことがあ
ります。歯肉炎、歯周病、口臭予防といわれると誰もが“これがあれば大丈
夫！”と思ってしまうかもしれません。しかしこれらを使用する上での大
前提であり、かつより有効な手段として利用するためには“しっかりと正
しくブラッシングをする”ということが重要なのです。洗口液単体での使
用によるさまざまな効果は十分には期待出来ませんが、“正しいブラッシン
グ”と一緒になると上記のような歯肉炎、歯周病、口臭予防などに大きな
効果をもたらします。
　是非この機会に、ご自身に合った歯ブラシ、歯磨剤、そして洗口液を改
めて確認していただき、歯肉炎や歯周病、口臭予防に役立てていただけれ
ばと思います。

公益社団法人　松戸歯科医師会　  http://matsudo.cda.or.jp/

洗口液について
歯を大切に

定員②のみ先着40人　費用各100円　 ②のみ電話またはEメールで同大学知財戦略課
☎365－1111、 tancoc@seitoku.ac.jpへ　 子育て支援課☎366－7347

聖徳大学短期大学部　松戸子育てカレッジ
講座名 日時 会場（聖徳大学） 内容等 

①
子育て広場
おやこで“ゆる
りん”

12/2㈮・5㈪・9㈮・19㈪各
10:00～12:00
※12/2は、おやこで“ゆるりん”
講座「いっしょにおどろう」。

10号館3階
内容安心して過ごせる地域
の親子交流の場　対象0～
2歳児の子と親

②
子育てサポー
ター講座 12/9㈮10:00～11:00 10号館5階

内容子どもの絵の魅力　講
師同大学教員　対象祖父
母を含む子育て終了世代

●広報まつど　2016年（平成 28年）11月15日
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安全・安心な松戸産農産物を味わおう

まつど大農業まつり
11月23日㈷9時15分～14時〔雨天決行〕
会場21世紀の森と広場内つどいの広場

ふるさと便・松戸特産の矢切ねぎ（泥ねぎ葉付き）
を販売します！

12月5日㈪までに、電子申請サービスまたはEメールで件名に「クリスマ
ス」、本文に①住所②氏名（ふりがな）③性別④生年月日⑤
年齢⑥昼間連絡可能な電話番号を記入して、 mckozas@
city.matsudo.chiba.jpへ　※詳細を送りますので上記ア
ドレスからのメールを受信できるように設定してください。
　 青少年会館☎344－8556

　12月23日㈷14時～18時　会場松戸フューチャーセ
ンター（文化ホール内）、松戸駅近くの飲食店　対象28
歳～45歳の独身で、市内在住･在勤または将来松戸市
に転入予定の人　※受付時に身分証明書等を確認しま
す。　定員男女各21人（抽選）　費用男性4,000円、
女性3,000円
服装テーマはクリスマス（ワンポイント可）

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。

暮らしのフォト ライフ ペーパー
　私はデジタル・メディアの大ファ
ンです。毎朝ポッドキャストでニュ
ースを聴いたり、オンラインで新聞の
見出しに目を通したり、タブレットで
読んだりすることが多いです。しか
し、松戸の最新情報紙「MATSUDO 
PAPER」を見た瞬間、実際に新聞を
手で持つことは何物にも代えがたい
と、懐かしく思い始めました。
　「MATSUDO PAPER」は、松戸市

民のデザイナーが、松戸市とのコラボ
でプロデュースしたフリーペーパー
です。創刊号は、秋のごちそうとして
地元の英知と魅力的な写真でいっぱ
いです。それだけでも注意を十分引

きますが、バイリンガ
ルであることはさらに
印象的です。なんてす
ばらしいのでしょう！
　「MATSUDO PAPER」
は文化観光国際課の窓
口と市内の駅の広報ボ
ックス等で手に入れる
ことができます。季節
ごとの発行を期待して
くださいね。

国際交流員が松戸の魅力を紹介します

エリンが行く、どこでもマツド！
 Here comes Erin!

Local lifestyle in print
I am a big fan of digital media. I listen to a news podcast every 
morning, follow the headlines online, and do a lot of reading on a 
tablet. However, there is still nothing quite like perusing an actual 
newspaper. And Matsudo’s newest print media, the MATSUDO 
PAPER, has got me feeling nostalgic.

MATSUDO PAPER is a free lifestyle newspaper produced by a local 
designer in collaboration with Matsudo City. The inaugural issue is an 
autumn feast, filled with local wisdom and enticing photography. And 
as if these fresh local insights didn’t already have me hooked, the 
paper is even bilingual. What a treat!

Keep an eye out for MATSUDO PAPER’s seasonal releases, available 
from the Culture, Tourism & International Division office and in the 
newspaper racks at train stations across Matsudo.

気軽に連絡してください！　Please contact me anytime!
mccir@city.matsudo.chiba.jp （English・日本語・Español = OK!）
文化観光国際課☎366－7327
 http://www.city.matsudo.chiba.jp/profile/InternationalPortal

日本スポーツマスターズ
自転車競技で優勝

　2016年9月に秋田で行われた日本スポーツマスターズ2016。競技志向
の高い選手が集う大会の自転車競技”男子個人パーシュート” ”男子タイム・
トライアル”の2部門で見事優勝を飾りました。27年間競輪選手として活

躍し、7年前に現役を退いた五味さ
んですが、「試合前は気合が入りま
した」と今も真剣勝負の舞台に上が
ります。
　「松戸は、練習環境の良さが魅力
でしたね」と現役当時を振り返りま
す。「今でも江戸川のサイクリング
ロードや松戸競輪場で練習してい
ます」と地の利を生かした自転車
生活を続けています。

　「松戸は、自転車で散歩するのも楽しいですし、ロードレーサーでサイク
リングロードを走るのもいい。河川敷にはマウンテンバイクで楽しめると
ころもあるんですよ」松戸と自転車の魅力を多くの人に知ってほしいとい
う思いから、いろいろな活動を精力的に行っています。経営する自転車店
では、一般のシティサイクルから競技用の自転車まで、幅広い自転車を扱
います。また、子ども向けの自転車教室では、乗れない子どもにも分かり
やすくコツを教えます。「『乗れた！』と目を輝かせる子どもを見るとうれ
しくなりますね」とやさしい表情で語ってくれました。
　「せっかくの良い環境をもっとアピールして、自転車に親しむ人、楽しむ
人を増やしていきたい」とこれからも活動を続ける五味さん。「マスターズ
での連覇も狙っています」とまだまだ全力で走り続けます。

ぜひ読んでみてください！

日本スポーツマスターズ 2014埼玉大会で
疾走する五味さん

2016年2月9日に入籍し、今年
6月20日にバリ島で念願の海
外挙式をすることができまし
た☆相手を思いやり、すてきな
家庭を築きたいと思います！

川
かわ

上
かみ

真
まこと

さん・彩
あや

さん

ᐘࡓࡃ࡞ࠕߖ

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文字以内・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

●乗れない子対象の自転車教室は、5面をご覧ください。
●五味さんの自転車店ではいろいろな自転車の相談を受け付けています。
トライサイクル☎ 364－9214

電子申請サービス

ÛǘȓǢȇǢଫਃ̄ 0DWVXGR༑ോ۱Ü

松戸産農産物ブランド化
シンボルマーク「みのりちゃん」

第9回

★松戸産農産物等の販売　★あさひ幼稚
園鼓笛隊の演奏・オルフェウスウィンドア
ンサンブルの吹奏楽他
同実行委員会事務局☎341－5151

子ども
の

遊び場
も

あるよ
！

青年講座　縁結びサポート事業第12弾
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自転車の楽しさを多くの人に

千葉大学と市が介護予防活動における
共同研究に係る協定を締結
　千葉大学予防医学センターと市が、11月2日に
介護予防に役立つ活動等の共同研究プロジェク
トに関する協定を締結しました。さらなる高齢化
の進展に対応していくために、住民主体の介護
予防に役立つ活動を推進し、介護予防の効果に
ついて科学的根拠を共同で研究していきます。

五味 実さん
ご　　み　　みのる

申込期間12月9日㈮まで　引渡し・発送期間12
月1日㈭～26日㈪　金額7kg：2,000円(税込み・
送料別・代金前払い)
直接JAとうかつ中央各支店窓口（土・日曜

日、祝日を除く）へ
JAとうかつ中央経済センター ☎341－5151

(土・日曜日、祝日を除く)

介護制度改革課☎366－4101

科学の目で市民の健康を研究

松戸市安全安心情報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

緊急重要情報のメール配信を
行っています。サービスの利用
は登録が必要です。（QRコード
から登録できます）。

パソコン・スマートフォン版 モバイル版 パソコン・スマートフォン版 モバイル版

2016.11.15
（平成28年）


