
混雑が予想されます。公共交通機関をご利用ください。  
電車＝新京成八柱駅・JR新八柱駅下車徒歩 15分　バス＝新京成八柱駅南口から小金原団地行きまたは新松戸駅行き、JR新松戸駅から八柱駅行きで「公園中央口」下車

　樹々の温もりを感じ、自然・オーガニック・ア
ウトドアの空気感を親子で一日中楽しめます。
日時10時～16時　会場光と風の広場　
内容飲食、物販、ワークショップ他

　全国から選りすぐりの6店舗が出店。松戸か
らは「とみ田」に加え、同店の10周年記念で昨
年コラボした3店舗によるオリジナルラーメン
を販売します！ 
開催時間10時から（チケット販売は16時まで。
材料等の都合で、店舗により早期終了の場合が
あります）　会場池のほとり　販売価格1杯850
円（チケット制。トッピングは各店舗で個別購
入）　出店店舗中華蕎麦とみ田（松戸）、支那そ
ばや（戸塚）、麺屋つくし（富山）、町田汁場しお
らーめん進化（町田）、ちばから（市原）、「中華
蕎麦とみ田×らぁ麺屋飯田商店×Japanese 
Soba Noodles蔦

つ た

」3店舗コラボ

おさむ

森のこども館
　落ち葉プール等、子どもがのびのびと遊べる
ブースです。
開催時間10時～16時　会場水とこかげの広場

自然と交歓する芸術祭 松戸アートピクニック
～車窓からのアートとの出会い～

　10月28日㈯から始まる芸術祭は、モリヒロフェスタ期間中まで開催。広場内の
さまざまな場所に作品を展示していますので、ぜひ散策してみてください。

オープニングセレモニー＆来園者1500万人達成記念式典
開催時間10時15分～10時30分　会場橋の下のステージ

松戸市消防音楽隊による音楽祭
開催時間10時30分～11時30分　会場橋の下のステージ

グラスバレーボール
　プロビーチバレーボール選手・上

あ げ

場
ば

雄也
氏率いる「松戸レガロ」のエキシビジョン
マッチと体験会を開催します。
開催時間10時～16時　会場光と風の広場

フリースタイルフットボール
　サッカーのリフティングを主としたスト
リートスポーツ・フリースタイルフットボー
ルのプロチーム「A

ア ル テ ィ

rti S
ス テ ィ ア

TARE」によるパ
フォーマンスと、ワンコイン体験レッスン。
開催時間11時～12時、13時～14時、15時
～16時　会場橋の下のステージ他　費用
500円　 当日会場で

ダンスステージフェスタ
　市内のダンスチームが繰り広げる、最高
のステージ！
開催時間12時～12時50分、14時～14時
45分　会場橋の下のステージ

催 し ま す ！
開も年今

11月5日㈰11月3日㈷

11月4日㈯

昨年の様子

11月3日㈷～5日㈰ 各10時～16時30分〔雨天決行〕
 会場21世紀の森と広場　 同広場管理事務所☎345－8900　

A
ア コ ー ス テ ィ ッ ク

coustic V
ヴ ィ レ ッ ジ

illage

詳細は4面で

10月31日㈫は市・県民税（普通徴収分）第3期の納期限です。　 収納課☎366－7325

入場無料

松戸集まるしぇ～松戸のおいしいもの・カワイイもの大集合 !～
　市内の飲食店やキッチンカー、手作り品や雑貨
の物販など計25店舗が出店。
開催時間10時～16時　会場水とこかげの広場

そ ば

10/15
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9月は防災行政無線で3件の行方不明高齢者の探索を行い、全て発見されました。ご協力ありがとうございました。

日時 内容　※費用の記載のないものは無料 申し込み・問い合わせ

11/11
㈯

10:00 ～ 11:30 シンポジウム「過去・現在・これからの松戸市の男女共同参画」　
聖徳大学教授・長江曜子氏、川村学園女子大学教授・内

うち
海
み
﨑
ざき
貴子氏　 男女共同参画課☎364－8778

13:30 ～ 16:00 講演会「『家庭教育支援法案』について考える」　 元和光大学教授・船橋邦子氏 房
ふ さ
総の会・小泉☎323－5431

14:00 ～ 16:00 STOP! いじめ～韓国の暴力予防教育プログラムに学ぶ～　 500円 G
ジ ー プ ラ ン ニ ン グ
.Planning・浪

なみ
越
こし
☎346－8557

11/12
㈰

10:00 ～ 12:00 講演会「自分の心と体のことを知って幸せライフへ～女性ホルモンのお話～」　
助産師・やまがたてるえ氏　

NPO子育てひろばほわほわ・駒口☎080－6641－0239
または同団体ホームページ

10:30 ～ 12:00 蜜ろうキャンドル作り　 蜜ろうクリエイター・平井祐子氏　 500円　 どんぐりのわ・神山☎080－5411－3190
13:30 ～ 16:00 もしもパートナーが発達障害だったらパート 2～カサンドラ体験者の集い～　 松戸カウンセリングの会・八

や
鍬
くわ
☎ 04－7122－4100

14:00 ～ 16:00 講演会「女性の自立は身
か ら だ
体づくりから～美

び
軸
じく
って ?自分のからだと向きあう～」　

松戸市健康体操連盟名誉会長・瀧田泰子氏 まつど女性会議・徳田☎090－6189－6035

11/13
㈪

10:30 ～ 12:00 お母さんも子育てで知っておきたいお父さんの大切な役割　
清泉女学院短期大学講師・ジョナサン・ベネディクト氏　

NPO子どもの環境を守る会 J ワールド・三浦☎344 －
0544

10:30 ～ 12:00 子どもを勇気付けられるお母さんに、一緒になりませんか ?　 300円　※子どもの同室可 ファミリーサポート・勇気づけ ･居
い
波
なみ
☎ 346－2711

13:00 ～ 16:00 ゆうまつど deカフェ（みんなで楽しく「男女共同参画」について話そう！） 男女共同参画課☎ 364－8778

11/14
㈫

 9:30 ～ 12:30 ・

ママジョブカフェ　
●ママ起業家マーケット＆おしゃべりcafe☆（販売・体験・ワークショップ・ファイナンシャル相談）
　 500円から　 NPO M

マ マ キ ャ ン
amaCan

●まつど女性就労・両立支援相談　 男女共同参画課
●私の未来希望図を作ろう　 NPO子育て支援ぽこら
●ほっと♡CAFÉ　 NPOまつど子育てさぽーとハーモニー、NPO子育て広場ほわほわ、NPO子ども
　の環境を守る会Jワールド
●ファミリー・サポート・センター①個別相談会（10:00～10:45）②入会説明会（11:00～12:00）
　 まつどファミリー・サポート・センター　※登録する場合は要年会費

男女共同参画課☎ 364－8778

13:30 ～ 15:00 笑いヨガ（誰でもできる笑いの健康体操）　 500円 チームきらめき塾’08・橋本☎348－7454

13:30 ～ 15:30 男女共同参画厨
ちゅう

房
ぼう
とは 数値調理会・岩崎☎090－9295－1387、 330－8163

フェスタ期間中の催し
催し 内容

福祉ショップ 11/11㈯・12㈰…松里福祉会、13㈪…豆のちから、14
㈫…豆のちから・あじょうだ　時間各9:30～16:30

パネル展示 ①松戸市男女共同参画プラン第5次実施計画概要案
②介護じょし・だんし写真展

開票10月22日㈰21時30分から、市立松戸高校体育館で行います（運動公園体育館
は、改修工事中のため使用できません）。
※当日の投・開票速報は市ホームページでお知らせします。
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）〕

10月22日㈰は投票日です
衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査

 投票時間 7時～20時
各イベント共通マークについて　 …市が企画　 …市民グループ
自主企画　 …ワークショップ　 …講師名　 …費用　 …企画
団体名　 …要事前申し込み　 …子どもの一時預かりあり。申し
込みは各団体へ

投・開票速報
ホームページ
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防災行政無線を使った緊急地震速報の
訓練放送
11/1㈬9時（事前の案内放送）、　10時

頃（本番放送）　※一部機器調整中のため、
作動しない箇所があります 危機管理
課☎366－7309

10/22㈰～31㈫は駅前放置自転車ク
リーンキャンペーン
交通政策課☎366－7439

ハクビシンによる生活被害にご注意を
対策●外壁等を点検し、侵入できそうな
穴を塞

ふさ

ぐ●屋根に登れそうな木の枝を剪
せん

定
てい

・除去する●食べ物（特に甘い物）を
放置しない●家庭菜園などでできた野菜
や果物は早めに収穫する特徴全長約1m
（尾を含む）、体重約2kg
～ 4kg、額から鼻先まで
白い線、木登りができる、
約5cmの穴にも入れる
環境政策課☎366－7089

家庭ごみ訪問収集事業をご利用ください
次のいずれかに該当する人で構成さ

れ、同居人やヘルパーなど他の人の協力
を得られない世帯●65歳以上で介護保
険の要介護4・5●身体障害者手帳1・2級
で、肢体不自由または視覚障がいがある
など 環境業務課指導係☎366－7333

狭あい道路の拡幅用地やすみ切用地の
寄附の際に測量登記費用を一部助成
助成額上限35万円 市道またはその他
の公共団体の所有する道路のうち建築基
準法第42条第2項に指定されている道路

助成条件次の全てを満たすこと●敷地の
境界が全て確定している●後退用地の分
筆および抵当権等の抹消が可能●後退用
地には塀、擁

よう

壁
へき

、樹木等がない 建設総
務課道路台帳班☎366－7357

雨どい取付型雨水貯留タンク設置事業
補助金制度

　河川などへの雨水の集中的な流出の抑
制や、水資源の有効活用を目的とした制
度です（補助金の申請
前に設置・購入した場
合は補助対象外）
河川清流課☎366－
7359

平成30年度市立病院附属看護専門学校
の看護学生（看護科3年課程）募集
受付期間 12/4㈪～22㈮各8時30分～
17時（平日のみ）一次試験日H30/1/13㈯
受験資格大学に入学する資格のある人
募集人数 40人　※入学案内販売中 同
校☎367－4444

学校支援看護師募集
勤務日週2.5日～5日、1日6.5時間勤務地
市内小・中学校 時給 1,440円（別途交通
費支給） 教育研究所☎366－7461

特別支援教育①補助教員②補助員③支
援員募集
勤務日週5日、1日6.5時間勤務地市内小
・中学校 資格 ①教員免許 時給 ①1,450
円②③880円（別途交通費支給） 教育
研究所☎366－7461

臨時教職員候補者（講師）の登録会
10/30㈪9時30分から 東葛飾合同

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。 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
庁舎（市役所向かい） 東葛飾教育事務
所管内の小・中学校に勤務を希望する人
同事務所管理課☎361－2124

成人式「新成人の主張」出演者募集
H30/1/8㈷ 森のホール21 平成9

年4月2日から平成10年4月1日の間に生
まれた、市に住民登録がある人 11/15
㈬までに、電話またはEメールで社会教
育課☎366－7462、 mcseijinsiki@city.
matsudo.chiba.jpへ

特別養護老人ホーム「セイワ松戸」が平
成30年3月1日㈭に開設予定
所在地大橋85 ユニット型60人、多
床室40人 サービス内容、入所申込に
ついてセイワ松戸開設準備室☎382－
6721、介護保険制度について介護保険課
☎366－7370

松戸市総合計画第5次実施計画（平成26
年度～平成28年度）の実績報告書を公
表します

　第5次実施計画に設定した目標は「達
成」「一部達成」合わせて、めざそう値
では64.9%、各取組み課題では83.8%
でした　※詳細は市ホームページ・行政
資料センター・各支所・図書館（本館・
分館）で閲覧できます 政策推進課☎
366－7072

松戸市水道事業新基本計画（素案）のパ
ブリックコメント（意見募集）を実施
案の公表日・方法 10/16㈪から市ホーム
ページで掲載、水道部工務課・行政資
料センター・各支所での閲覧意見の提出
期間・方法 11/14㈫〔必着〕までに、住
所・氏名・表題「松戸市水道事業新基本

計画（素案）について」を記入して、持
参（各支所可）・郵送・FAX・Eメール・
市ホームページのいずれかで　※意見
を提出した個人に対する個別回答は行
いません 〒270－0027松戸市二ツ木
2003の1　松戸市水道部工務課 349
－0881、 mcsuidoukoumu@city.
matsudo.chiba.jp（☎341－0430）

松戸都市計画下水道の変更案の概要縦
覧および公聴会
縦覧期間 10/16㈪～30㈪各8時30分～
17時（平日のみ）縦覧場所下水道整備
課 第1号公共下水道の区域追加公述の
申出方法 10/30㈪〔消印有効〕までに、
公述申出書を直接または郵送で同課へ
公聴会11/25㈯10時から 東部市民セ
ンター（傍聴は直接会場へ）　※公述申出
がない場合は中止 同課☎366－7361

松戸都市計画ごみ焼却場およびごみ処
理場の変更案の概要縦覧および公聴会
縦覧期間 10/17㈫～31㈫各8時30分～
17時（平日のみ）縦覧場所廃棄物対策課
公述の申出方法 縦覧期間内〔消印有効〕
に、公述申出書を直接または郵送で同
課へ公聴会11/18㈯10時30分から 和
名ケ谷クリーンセンター（傍聴は直接会
場へ）　※公述申出がない場合は中止
同課☎366－7335

10/24㈫～31㈫、建設リサイクル法に
関する全国一斉パトロールを実施します

　一定規模以上の工事で、分別解体等・
再資源化等が適正に行われているか確
認します 建築指導課☎ 366－7368

今年のテーマは「NEW!」です。男女共同参画の新たな時代
に向けて、さまざまなイベントを開催します。
男女共同参画課☎364－8778、 364－7888

11月11日㈯～14日㈫　会場ゆうまつど

顔に白い線

雨水貯留タンク



なお、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
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こんにちは健康推進員です
　町会長・自治会長から推薦、市長から委
嘱を受けて、地域で健康づくりの活動を
しています活動内容●がん検診の周知活
動●子宮頸

けい

がんや乳がんエコー検診会場
でのママサポート（子どもの見守り）●赤
ちゃんがいる家庭へ声かけ訪問他 常盤
平保健福祉センター☎384－1333

里親募集
　家庭で生活できない子どもたちに愛
情をもって育ててくださる人を募集し
ています 千葉県柏児童相談所（里親担
当）☎04－7131－7175

千葉県最低賃金が10月1日から時間額
26円引き上げられ、868円に改正
千葉労働局労働基準部賃金室☎043

－221－2328

10月～12月は労働保険適用促進強化期間
　労働者を1人でも使用する事業主（農
林水産業の使用労働者5人未満の個人事
業は除く）は、労働保険徴収法により労
働保険への加入が義務付けられていま
す 千葉労働局労働保険徴収課☎043
－221－4317

講座・講演・催し
パラダイスエア　ロングステイ・プログラ
ム2017　アーティスト滞在報告座談会
10/20㈮19時（18時30分開場） 松戸
観光案内所 参加アーティストクリストフ・
トラッカー氏（ドイツ）、ミンウー・リー
氏（カナダ）ゲストキュレーター 長谷川新

あらた

氏
（一社）P

ペ ア

AIR☎364－8832

小金地区社協ふれあい広場の日程変更
　広報まつど 10月 1日号 3面にて
10/22㈰開催とお知らせしましたが、
選挙等のため10/21㈯に変更します
同地区社協☎343－8690

知的障害者支援チャリティーサンバ
10/22㈰14時から（13時30分開場）
市民会館 先着1,200人 （一社）松
戸市観光協会（フロール・d

ヂ
e・松戸・セ

レージャ）・松井☎090－4725－0965

松戸の作家の個展「清水満
み

津
つ

男
お

作品展」
10/24㈫～ 12/24㈰（月曜除く）各

9時～22時 森のホール21エントラン
スホール 社会教育課美術館準備室☎
366－7463

わかもの就職フェア（会社説明会）
10/25㈬10時～12時30分 勤労会

館 39歳までの求職者 先着50人
電話でまつど地域若者サポートステー
ション☎703－8301へ

福祉用具展示体験会
10/25㈬10時～16時〔雨天中止〕 伊
勢丹松戸店前プラザ広場 松戸市福祉
用具事業所協議会事務局☎704－6117

秋の読書週間 2017
企画展示 10/27㈮～11/29㈬ みん
なのおともだち「ちいさなうさこちゃ
ん」中部小児童によるミニビブリオバトル
11/9㈭15時～ 15時45分共通 子

ども読書推進センター 同センター☎
331－0077

労働セミナー「ワーク・ライフ・バラン
スがとれる職場環境づくりセミナー」
11/1㈬14時～16時 勤労会館 ワ

ーク・ライフ・バランスの基礎知識と関
係法令、子育て・介護等との両立に対
するワーク・ライフ・バランスの課題他
市内企業経営者、人事・労務担当者

等 先着30人 電話またはEメールで
商工振興課労政担当☎711－6377、
mcsyoukou@city.matsudo.chiba.jpへ

コンテンツ産業振興事業「第1回コー
ダー道場まつど」（プログラミング教室）
11/3㈷10時～12時 松戸観光案内

所 小学生（保護者同伴） ノートパソ
コン 先着10人 c

コ ー ド

ode f
フォー

or m
マ ツ ド

atsudo
のホームページで 文化観光国際課☎
366－7327

交通遺児援護バザー
11/3㈷10時～14時 市民会館 松

戸交通安全母の会事務局（市民安全課
内）☎366－7341

身体障害者補助犬交流会（バーベキュー）
11/3㈷11時～15時 21世紀の森と

広場木
こ

もれ陽
び

の森 先着120人 500円
10/30㈪までに、電話で盲導犬を普及
させる会事務局☎090－8003－7790へ

ちば起業家交流会 in松戸
11/5㈰13時30分～16時30分 市

民会館 先着100人 10/31㈫までに、
ちば起業家応援事業ホームページで
同実行委員会☎080－5086－4912
 
傾聴ボランティア養成講座〔全7回〕
オリエンテーション11/6㈪10時～12時

講義11/13㈪・20㈪・29㈬、12/4㈪・
13日㈬各10時～12時30分福祉施設体
験12/5㈫～12㈫の平日のうち1日の午
前または午後 松戸市社会福祉協議会
および市内体験先施設 全日程受講で
き、個人ボランティア登録が可能で（要
保険料350円）、受講後に市内で活動で
きる人 先着20人 10/16㈪から、電
話で同協議会☎362－5963へ
 
松戸子育てカレッジ
①子育て広場おやこで”ゆるりん” 11/
6㈪・10㈮・17㈮・20㈪各10時～12時
※11/17は講座「けんこうのはなし」
聖徳大学10号館 2歳児までの子と

親 各100円②保育者のたまごのおはな
し会 11/11㈯11時～11時30分・12
㈰13時～13時30分 同大学川並弘昭
記念図書館 聖徳短大生による絵本の
読み聞かせ他③子育てサポーター講座
11/10㈮10時～11時 同大学10号館
祖父母を含む子育て終了世代 100

円 先着40人 電話またはEメールで同
大学知財戦略課☎365－1111（代表）、
tancoc@seitoku.ac.jpへ共通 子育

て支援課☎366－7347

八ケ崎市民センター講座「ゆったりスト
レッチ」
11/6㈪、12/4㈪、H30/1/8㈷各13

時～14時30分 各先着10人 タオ
ル、飲み物 各500円 電話で同市民
センター☎348－6667へ

ハーブ講習会
11/8㈬13時30分～15時〔雨天決行〕
金ケ作育

いく

苗
びょう

圃
ほ

（金ケ作246） ハーブ
研究家・桐原春子氏 先着50人 電話
で（公財）松戸みどりと花の基金☎710
－2851へ

子育てママ会社説明会 inまつど
11/9㈭10時～12時30分（11時30分ま
で受け付け） 勤労会館 当日に面接
を希望する場合は応募書類　※子どもの
見守りあり。エレベーターはありません

ハローワーク松戸マザーズコーナー☎
367－8609（内線43#）

講演会「子どもが求める居場所と支援」
　小・中学生、高校生が安心して過ご
せる居場所づくりについて考えます
11/9㈭14時 市民劇場 NPOキッズ
ドア理事長・渡辺由美子氏 先着300
人 子どもわかもの課☎366－7464

東松戸ゆいの花公園の講座
①秋のガーデニング（ハンギング）
11/10㈮10時～11時30分 先着10人
2,600円②生木でつくる森のクリスマ

スリース 11/23㈷10時30分～12時
30分 先着15人 2,500円共通 同公
園マグノリアハウス 同公園☎384－
4187へ

福祉のしごと就職フェア・inちば
11/11㈯13時～16時 幕張メッセ他
千葉県福祉人材センター☎043－222

－1294

M
み ぃ あ

IEA世界めぐり
①ルーマニアってどんな国? 11/11
㈯14時30分～16時 松戸商工会議所
文化紹介、ワインの試飲他 1,500円

（会員1,000円） 20歳以上 先着50人
②J

ジ ャ イ カ

ICA地球ひろば見学 11/20㈪9
時JR松戸駅改札集合、13時ごろ現地解
散 先着20人 300円（会員無料）　※
別途交通費・昼食代共通 ①11/6㈪②
11/13㈪までに、電話で（公財）松戸市
国際交流協会☎366－7310へ

はじめてのイタリア語　ABCからはじ
めよう〔全6回〕
11/14～12/19の㈫13時30分～15時
文化ホール 先着25人 7,000円

（会員6,000円）　※別途テキスト代
11/6㈪までに、（公財）松戸市国際交流
協会☎366－7310へ

法人運営シリーズ～資金調達入門・活
動資金を集める方法を教えます !～
11/14㈫18時～20時 まつど市民活

動サポートセンター 先着15人 電話ま
たはEメールで同センター☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-sc.comへ

中高年英語教室①気軽に英語を話して
みよう（初級）②くり返し聞き話す日常
英会話（初級）〔各全9回〕
①11/16～H30/2/1の㈭10時15分～

11時45分（11/23、12/28、H30/1/4を除
く）②11/17～H30/1/26の㈮13時30分
～15時（12/29、H30/1/5を除く） ①市
民劇場他②シニア交流センター 45歳以
上 各先着15人 各9,000円（別途教材
費） 10/25㈬〔必着〕までに、はがきに
住所・氏名・年齢・電話番号・希望コース
を記入して、〒271－0043松戸市旭町1
の174　（公社）松戸市シルバー人材セン
ター中高年英語教室係（☎330－5005）へ

11/12㈰～ 25㈯は、女性に対する暴力
をなくす運動期間です
①女性向け予防セミナー「幸せ夫婦リメ
イク講座～不幸予防はじめませんか?～」
11/16㈭11時～12時 千葉市子ども
交流館 255人（抽選）②男性向け予防
セミナー「『DVなんて他人事』にひそむ危
険」 11/17㈮18時30分～19時30分
千葉商工会議所 90人（抽選。女性

参加可）共通 11/9㈭（手話通訳を希
望する場合は11/2㈭）までに、Eメール
またはFAXで千葉県総合企画部男女共同
参画課DV対策班 kyodo3@mz.pref.
chiba.lg.jp、 043－222－0904（☎
043－223－2376）へ

図書館活用講座「図書館は認知症予防に
役立つのか?」

11/18㈯14時～16時（13時30分開場）
勤労会館 先着150人 当日会場で
図書館☎365－5115

困りごと解決ボランティア研修
11/20㈪13時～16時 ゆうまつど

活動内容家の片付け、外出の付き添い他
市内在住の人 電話で（社福）松戸市

社会福祉協議会☎362－5963へ

高齢者虐待防止市民向け講演会「介護す
る人・される人♡大切な心のケア～臨
床心理士から学ぶ～」
11/22㈬14時～15時40分 市民会

館 市内在住・在勤の人 先着100人
電話で明第2西高齢者いきいき安心セ

ンター☎382－5707へ

空き家を上手に管理・活用しませんか
11/25㈯13時30分（12時30分から受け
付け） 市民会館 講演会「空き家解消
に向けた宅建業者の役割について」「空き
家問題と司法書士の取り組みについて」
先着100人　※不動産・法律について

の個別相談会あり（各先着20人） 住宅
政策課空家活用推進室☎366－7366へ

介護保険制度を使って自分らしく生き
よう～家族やパートナーに介護が必要
になっても～
11/28㈫14時～16時 ゆうまつど

介護保険サービスや地域包括支援センタ
ーの利用方法他 市内在住・在勤の人
先着30人　※子どもの一時預かりあり
（先着8人、6カ月以上）
電話・FAXまたは市ホ

ームページで、男女共同
参画課☎364－8778、
364－7888へ

ちばハートフル・ヒューマンフェスタ
12/5㈫13時～16時 千葉市民会館
アテネパラリンピック銅メダリスト・
副
そえ

島
じま

正
まさ

純
ずみ

氏による講演、千葉県警察音
楽隊コンサート 先着1,000人 11/2
㈭までに、往復はがきでちばハートフ
ル・ヒューマンフェスタ事務局（県健康
福祉政策課内☎043－223－2348）へ

通訳ボランティア養成講座〔全3回〕
H30/1/24～ 2/7の㈬10時30分～

16時 市民劇場 18歳以上で日常会話
程度の英語力を有し、千葉県国際交流セ
ンターの語学ボランティアに登録できる
人 35人（抽選） 10/23㈪17時〔必着〕
までに、同センターホームページ（☎043
－297－0245）で

松戸地域職業訓練センター講座
Word・Excel等のパソコン講座他

各先着10人 各12,000円他（会員各
10,000円他） 費用を添えて直接同セン
ター（小金原1の19の3、☎349－3200）へ

会議
介護保険運営協議会
10/26㈭14時から 市役所新館7階

大会議室傍聴定員先着10人（13時45分か
ら受け付け） 介護保険課☎366－
7370

松戸市障害者計画推進協議会
10/27㈮13時30分から 市役所新

館7階大会議室傍聴定員先着10人程度
（13時15分から受け付け） 障害福祉課
☎366－7348、 366－7613

松戸市高齢者保健福祉推進会議
10/30㈪18時30分～20時30分 中
央保健福祉センター傍聴定員先着10人
（18時15分から受け付け） 高齢者支援
課☎366－7346

市ホームページ

ピンクのビブスを着て活動しています



　　　　

キッズ・デー「ハロウィーン」（1回約20分） 要申込
10月28日㈯・29日㈰各10時30分、13時30分、14時30分、15時30分から
内容ハロウィーンムードで楽しむやさしい星空解説　定員各回先着80人　
費用50円（中学生以下無料）　※先着300人にオリジナルシールをプレゼント。

投影開始30分前から、同館2階で受け付け

星空観望会  要申込
11月25日㈯18時～20時　内容星空案内と天体望遠
鏡での観望（雨天・曇天の場合はプラネタリウムのみ）
定員先着80人　※子どもは保護者同伴。　費用無料

電話で同館☎368－1237へ

★
★

★ ★ ★

★ ★

★
★
★

★

同館☎368－1237
市民会館　プラネタリウム室（NAOKO SPACE PLANETARIUM）のイベント

戸定菊花祭 菊で祝う七五三

講演会自然が芸術にもたらすもの 要申込
10月29日㈰11時～12時
会場同広場パークシアター　内容自然と芸術の関係について考
える　講師青森県立美術館学芸主幹・高橋しげみ氏　定員先着
70人　費用無料　※小学生以下は保護者同伴。
  電話で同広場パークセンター☎345－8900へ

ひかりの実ワークショップ 
10月28日㈯～11月5日㈰　※10月30日㈪を除く。
　広場の夜景づくりに参加しよう。髙橋匡

きょう

太
た

氏が考
案した“ひかりの実”を広場の樹木に取り付ければ、
みんなの笑顔が実ります。　会場同広場水とこかげ
の広場　定員先着200個（期間中）　費用300円
  当日会場で

21世紀の森と広場

撮影:村上美都氏

　徳川昭武が心血を注いで明治17年に完成させた戸定邸は、豊かな緑と美しい
芝生に囲まれています。この景観を生かし、千

せん

松
しょう

菊
きく

花
か

会
かい

の協力のもと、約150
鉢の菊で戸定邸を彩ります。七五三の記念写真の場所として戸定邸をご活用く
ださい。
日時11月1日㈬～12日㈰各9時30分～17時（入館は16時30分まで）　会場戸
定邸　費用戸定邸入館料　※庭園は復元工事のため下りられません。※撮影
は各自。　※七五三のお子さんとその保護者2人まで無料。　※前撮りにも対応
しますので、事前にご連絡ください。

戸定歴史館☎362－2050

講演会 花の今,これから
11月4日㈯13時～15時30分
会場千葉大学園芸学部100周年記念戸定ケ丘
ホール　内容「松下幸之助花の万博記念賞」を
受賞した2人が、生活・文化・バイオテクノ
ロジー等の幅広い視点から語ります　講師宇田花づくり研究所代表・宇田明
氏、千葉大学名誉教授・三

み

位
い

正洋氏　定員先着80人　費用無料
戸定会事務局☎360－3662

シティガイドがご案内
松戸駅東口の史跡を巡り戸定祭会場へ  
11月3日㈷・4日㈯各10時松戸駅東西連絡通路集合、12時頃現地解散
定員各先着10人　費用各100円（保険代他）

10月26日㈭までに、電話で松戸探検隊ひみつ堂〔（一社）松戸市観光協会〕
☎727－7825（月曜休館）へ

1867年パリ万博150周年
記念コンサート 要申込
　徳川昭武とパリ万博をイメージして、戸定邸で生ま
れた楽曲「1867」が、日仏交流の国際拠点で演奏されま
す。
日時11月10日㈮19時～20時30分（18時30分開場）　
会場日仏会館ホール（恵比寿駅下車）　演奏新日本フィ
ルハーモニー交響楽団メンバー8人　定員先着45人　費用無料

10月15日㈰10時から、電話で戸定歴史館☎362－2050へ　

作曲者・荒川洋氏

カレーキャラバン
10月29日㈰12時作り始め～15時30分完成予定
会場同広場光と風の広場　内容その場所で調達した食材
とその場所に居合わせた人々の知恵を混ぜ合わせ、その
日その場限りのカレーを作る　定員先着約100人（鍋が
空になるまで）　費用無料　※小学生以下は保護者同伴。

腸管出血性大腸菌O157による食中毒が全国で発生しています。食肉等は十分加熱するなど、注意しましょう。　問健康福祉政策課☎704－0055

秋の戸定・戸定祭を楽しむ

21世紀の森と広場パークセンター
　☎345－8900

フランス式庭園カフェとコンサート
　歌声を聞きながら、フランス式庭園のカフェで優雅なひとときを楽しみませ
んか。全国大会で優秀な成績を収めている第一中学校合唱部が、1867年に大流
行した「美しく青きドナウ」をお届けします。
カフェ
11月3日㈷11時～16時　会場同学部フランス式庭園
※千葉大学ブランドコーヒー（有料）を準備中。
コンサート
11月3日㈷①13時～13時40分②14時30分～15時10分　会場①同学部フラ
ンス式庭園（雨天時は大学管理棟）②戸定邸　費用無料（②は要同館入館料）　
※終了後、戸定邸・戸定歴史館見学ツアーがあります（希望者のみ。15時30
分から。要同館入館料）。

戸定歴史館☎362－2050

千葉大学園芸学部大学祭

「戸定祭」
11月3日㈷～5日㈰各9時～16時30分　会場
同学部松戸キャンパス　内容模擬店、スタン
プラリー、野菜・果樹の販売（4日㈯のみ）、コ
ンサート他　※詳細は戸定祭ホームページで。

同学部☎308－8706

昨年の販売の様子

戸定祭
ホームページ

千葉大学園芸学部と戸定が丘歴史公園の間が通り抜けできます
日時10月28日㈯～12月17日㈰（月曜、11月11日㈯・12日㈰を除く）各9時
30分～16時

政策推進課☎366－7072
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◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

要申込

 10月28日㈯～11月5日㈰

青紫の八重ダリア（三位正洋氏提供）

「グローカル」を楽しむワークショップ
10月29日㈰、11月4日㈯・5日㈰
各11時～16時〔時間内いつでも参加可・雨天中止〕
　地球（グローバル）と地域（ローカル）を一緒に感じるこ
とができる「グローカル」な場を作ります。松戸市の航空
写真をプリントしたレジャーシートの上で、ピクニックをす
るように大学生とワークショップや遊びを楽しみましょう。
会場同広場みどりの里　費用無料
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青少年会館文化祭&青年フェスティバル 「挑戦!!」
11月3日㈷10時～16時　会場青少年会館　 同館☎344－8556　

※模擬店が出店します。 ※プログラム・時間は変更になることがあります。 ※駐車場はありません。公共
交通機関をご利用ください。当日9時45分から16時15分まで、JR新松戸駅・青少年会館間で無料シャト
ルバスを運行します。 ※当日お手伝いしてくれるボランティアと、ダンボール迷路を一緒に作る子どもたち
を募集しています。詳細はお問い合わせください。

時間 会場 内容　※費用の記載のないものは無料
10:00 ～ 12:10

体育室
青少年サークル講座の発表
　吹奏楽団・ダンス・合唱他13:30 ～ 14:30

15:00 ～ 16:00 アート・サーカス・パフォーマンス「くるくるシルク」
※ジャグリングに挑戦 !! タイムあり

10:00 ～ 15:00 集会室 レーシングカーを作って遊んで記録に挑戦！　費用 100 円
10:00 ～ 15:30 ダーツに挑戦＆ペーパーステンドグラス作り
10:00 ～ 15:00 学習室 あたま・からだを使って！自分に挑戦 !!　費用 100 円
10:00 ～ 15:00 中庭 出張プレーパーク　焼いて !回して！遊ぼうよ　費用 10円～100円
10:00 ～ 15:30 クラブ室 高く高く…天までめざせ！カプラ
10:00 ～ 15:30 美術室 劇団“奇想天外”演劇公演「Light & Magic Theater」
10:00 ～ 15:30 和室 どきどき段ボールトンネル探検チャレンジ
10:00 ～ 16:00 ロビー スタンプラリー・何個集められるか挑戦 !!

まつど生涯学習フォーラム　　　　
～生涯学習（知的財産創造）のまちづくり～ 

会場市民劇場　費用無料
第1部　“輝く創

そ う

年
ね ん

”フォーラム
時間10時～12時30分　基調講演支えられる
高齢者から支える“輝く創年”へ　パネルディス
カッション創造的に活躍する“輝く創年”の可能性
コーディネーター聖徳大学名誉教授・福留強氏他　定員先着320人

第2部　みんなで創る“未来”フォーラム
時間13時30分～15時30分　基調講演未来志向の対話を通じた課題
解決の手法としてのフューチャーセンター　シンポジウム先進事例
の取り組みと松戸フューチャーセンターの可能性　コーディネーター
㈱キュムラス・インスティチュート代表取締役・岩井秀樹氏他　定員
先着100人

10月31日㈫までに、電話または申し込みフォーム
で生涯学習推進課（☎367－7810）へ
※申し込みフォームから申し込んだ場合は、生涯学習推
進課からのメール（ mcsyougaigakusyu-kouza@
city.matsudo.chiba.jp）を受信できるように設定し
てください。

人権～私たちにできること～〔全5回〕　※2回目、4回目のみの受講も可。

申し込みフォーム

日程 内容 講師
① 11/17 ㈮ オリエンテーション・ビデオ視聴 生涯学習推進課職員

② 11/24 ㈮
公開講演「性別で見る多様性と人権～
LGBTだけじゃない ! あなたの性のあり方
は ?～」

ダイビーノン代表・飯田亮
あき
瑠
る
氏

③ 12/  1 ㈮ ハンセン病回復者の人権～国立ハンセン病
資料館・多磨全生園見学～

IDEAジャパン理事長・森元美
み

代
よ
治
じ
氏、ハンセン病首都圏市民

の会・市川正
まさ
廣
ひろ
氏

④ 12/  8 ㈮ 公開講演「世代を架橋する～幸せで安全な
社会を築くために～」 筑波大学教授・土井隆義氏

⑤ 12/15 ㈮ まとめ～私たちにできること～ 生涯学習推進課職員

成人講座 要申込
日本画入門～古来の顔料で杉戸絵を模写する～〔全3回〕
11月2日㈭・9日㈭・16日㈭各10時～13時　会場文化ホール　定員15人（抽選）　費用600円
古民家旧齋藤邸でアートを体験しよう!～竹紙で絵手紙制作～
11月22日㈬10時～15時30分　会場古民家旧齋藤邸（10時東松戸駅集合）　定員12
人（抽選）　持ち物昼食　費用無料
クリスマスを楽しむお菓子作り〔全3回〕
11月14日㈫・21日㈫・28日㈫各10時～12時30分　会場市民活動サポートセンター　定員
30人（抽選）　費用 2,000円　※子どもの一時預かりあり（1歳 6カ月～未就学児、おや
つ代200円）

時間①②④⑤10 時～12時15分③ 9時～16時40分　会場①⑤文化ホール②④市民会
館③市役所集合・解散（バス使用）　定員25人②④は各60人（各抽選）　費用無料

市民大学講座（人権学習）要申込

千葉県松戸健康福祉センター（松戸保健所）
各種無料相談・検査　　　　　　 　 要申込

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） 11/14 ㈫   9:00 ～ 11:30

☎361－2138

来所 11/14 ㈫ 13:30 ～ 15:00
思春期相談 11/13 ㈪ 14:00 ～ 17:00

精神保健福祉相談 11/   2㈭・20㈪
各14:00 ～16:00

酒害相談 11/16 ㈭ 14:00 ～ 16:30

エイズ検査

即日検査 11/   7 ㈫・21㈫
各13:30 ～14:00

☎361－2139夜間検査 11/21 ㈫ 17:30 ～ 18:30
※検査日の1週間前の9時から予約（定員あり）
※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） ㈪～㈮ 9:00～17:00

☎361－6651
来所 原則㈮ 9:00～17:00

障がい者
差別相談

電話（予約不要）
㈪㈫㈭㈮9:00～ 17:00 ☎361－2346

367－7554来所

秋の消費者教室 要申込
  10月25日㈬〔必着〕までに、

往復はがきに希望教室名・住
所・参加者氏名（ふりがな）・
電話番号を記入して、〒271－
8588松戸市役所　消費生活課
秋の消費者教室係へ
※はがき1枚につき1人のみ（複
数教室可）申し込みできます。
※②③④は、一時保育あり（要
予約、各先着6人、1歳6カ月～
小学2年生、おやつ代200円）。
※定員に満たない場合は、11
月1日㈬から電話で受け付け。

テーマ 日時 会場 講師 定員（抽選） 費用 持ち物

①
プロを超えろ ! 家庭でもで
きる料亭の調理法と盛り付
けのコツ～茄子田楽、海鮮
かき揚げ、ブリ大根～

11/16 ㈭
10:00～13:00

京葉ガスF
松戸第 2
ビル

モダン割
かっ
烹
ぽう
一の糸

板長・谷奥信太郎氏 20人 1,000円 筆記用具・エプロン・
三角巾・布巾

② クラフトバンドで作ろう !
自分だけのランチバッグ

11/24 ㈮
10:00～12:00 ゆうまつど

クラフトバンドエコ
ロジー協会認定講師・
立川理恵氏

30人 1,200円
筆記用具・はさみ・
速乾性木工用接着
剤・洗濯ばさみ 10
個・持ち帰り用袋

③
秋冬のインテリア小物作り
～木の実で作るミニリース
やフォトフレーム～

11/28 ㈫
10:00～12:00 勤労会館

自然体感塾ワンダー
スクール・太田隆司
氏

20人 　500円 筆記用具・持ち帰り
用袋

④ 年末に間に合う超カンタン
片付け術

12/  7 ㈭
10:00～12:00 ゆうまつど ハウスキーピング協

会・冨安嘉
か
織
おり
氏 30人 無料 筆記用具

⑤ そば打ち体験～年越しそば
の作り方教えます～

12/13 ㈬
10:00～13:00 市民会館 麺CLUB21松戸会員 28人 　500円

筆記用具・エプロン・
三角巾・布巾・麺棒
またはラップの芯

消費生活課☎366－7329

作品例：ランチバッグ

作品例：フォトフレーム

講座サポーター
募集

10月23日㈪〔必着〕までに、往復はがきまたは申し込みフォームに講座
名（市民大学講座の公開講演のみの場合は希望日も）・郵便番号・住所・氏
名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・返信用宛名・子どもの一時預かり
ありの講座で希望する人は、子どもの氏名（ふりがな）・性別・生年月日・
食べ物のアレルギーの有無を記入して、〒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
※往復はがき1枚、申し込みフォーム1件につき1講座（本人のみ）の申し
込み。連名での申し込みはできません。　※定員に満たない場合は、10月
24日㈫から電話で受け付け。　※申し込みフォームか
ら申し込んだ場合は、生涯学習推進課からのメール
（ mcsyougaigakusyu-kouza@city.matsudo.
chiba.jp）を受信できるように設定してください。　
※電車・バス等公共交通機関をご利用ください。

市民自主企画講座 要申込
朗読の基礎を学び古典にもチャレンジ（朗読で人生を楽しむ会）〔全4回〕
11月11日㈯・25日㈯、12月2日㈯・16日㈯各13時30分～15時30分　会場勤労
会館　定員 50人（抽選）　費用無料
松戸の牧

まき

と馬の物語 パートⅤ（牧
まき

馬
うま

会
かい

）〔全3回〕
①11月15日㈬ ②22日㈬③29日㈬各10時～12時　会場①文化ホール②新京成北初
富駅集合③市立博物館実習室　定員 30人（抽選）　費用無料
紅葉する葉の形と色で樹木を見分ける（千葉大みどりの会）〔全2回〕
11月18日㈯・25日㈯各9時～12時　会場千葉大学園芸学部D棟112　定員 20人（抽
選）　費用無料
自信を持ってイキイキ子育て（PPAP）〔全3回〕
11月21日㈫・28日㈫、12月5日㈫各10時～12時　会場常盤平体育館　内容子育て
講演会・ヨガ他　定員 30人（抽選）   費用無料　※子どもの一時預かりあり（6カ月～未
就学児）

11月8日㈬

申し込みフォーム

内容講座補助（会場設営、受付等）　対象市民大学講座・成
人講座申込者　定員各2人　

  講座参加申し込み時に「講座サポーター希望」と記入

要申込
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11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
出張おやこDE広場火曜9時30分～15時30分　
わくわく広場（わんぱく組）水曜　（よちよち組）木曜
（23日を除く）　（はいはい組）金曜（3日・24日を除
く）各10時30分～11時
あそぼう会火曜15時30分～16時15分　内容シー
ル作り他　対象主に小学生
中高生の広場（TAPS）土曜17時～19時　内容オリ
ジナル下敷きを作ろう他
歌の広場4日㈯15時～15時30分　対象小・中学生
卓球広場11日㈯14時～15時30分　対象小・中学
生
あそび広場18日㈯・25日㈯各15時～16時　内容
干
え

支
と

のスタンプを作ろう他　対象主に小学生

●移動児童館☎387－3320
わくわく広場 東部市民センター水曜10時～12時
小金北市民センター木曜（23日を除く）（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 金曜（3日を除く）（なかよし組）10時20分か
ら （わんぱく組）11時から　内容体操・手遊び他
あそぼう会 古ケ崎市民センター 火曜15時～16時30
分　柿ノ木台公園体育館 水曜15時15分～16時30分
小金北市民センター木曜（23日を除く）15時15分～
16時30分　稔台市民センター金曜（3日を除く）15時
～16時30分　内容牛乳パック　対象小学生
●根木内こども館☎315－2985
親子でパン作り教室4日㈯10時～12時　対象小
学生以上（要申込）
音楽であそぼう8日㈬10時～11時　内容リトミッ
ク　対象乳幼児と保護者（要申込）
パティシエ教室11日㈯・25日㈯各10時～12時　
内容ケーキ作り　対象小学4年生以上（要申込）
ひょうたんの会14日㈫11時15分～12時　内容手
遊びとお話　対象乳幼児と保護者

絵本はじめのいーっぽ24日㈮11時20分～12時
内容読み聞かせと絵本紹介　対象乳幼児と保護者
シングルマザー親子ランチ会25日㈯13時～14時
30分（要申込）
工作くらぶ 25日㈯13時～16時　内容クリニカル
アート（リズム絵太鼓）　内容小学生以上
●野菊野こども館☎331－1144
ようこそおやこDE広場へ！ 1日㈬11時30分～12
時　対象初めて利用する乳幼児と保護者
中高生タイム①11日㈯②18日㈯③25日㈯各17
時30分～19時30分　内容①フリータイム②のぎ
くのクッキング③野菊野塾　対象中学・高校生
のぎっこひろば19日㈰13時30分～15時　内容公
園であそぼう !　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㈷～5日㈰各10時～16時　内容モリヒロフェ
スタ（1面参照）　場所パークセンター前　対象幼
児と保護者、小学生以上

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（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（20人以上団体料金あり）
※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。

◆11/3㈷文化の日は常設展・
企画展の観覧料無料
◆企画展「本土寺と戦国の社会」
11/12㈰まで
会場企画展示室　観覧料一般
300円、高校・大学生150円、小・
中学生は無料　※常設展共通券は
一般500円、高校・大学生250円
◆企画展「本土寺と戦国の社会」
ギャラリートーク(展示解説会)
10/29㈰、11/12㈰各14:00から
会場企画展示室入り口集合（企
画展観覧券が必要）
◆博物館アワード（歴史自由研
究部門、歴史イラスト部門）作
品展
11/28㈫～12/10㈰
会場企画展示室　観覧料無料
◆学芸員講演会(4)「本土寺と
戦国の社会」
10/22㈰ 13:00～15:00
会場講堂　講師同館学芸員・中

パークセンター
☎345－ 8900

21世紀の森と広場

「クズのつるで遊ぼう」以外申込制。電
話でパークセンターへ（9:00～17:00）

山文
ふみ

人
と

　定員先着80人（申込不
要）　費用無料
◆歴史を語る(3)「戦国社会の
実像」
11/11㈯13:00～15:00
会場講堂　講師馬の博物館学芸
部長・長塚孝

たかし

氏　定員 80人（抽
選）　費用無料　 10/26㈭〔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、「11/11歴史を語
る(3)」係へ
◆松戸の歴史をさぐる～近現
代編Ⅱ～〔全３回〕
11/18㈯、12/2㈯・16㈯
各13:00～15:00
会場実習室　定員30人（抽選）　
費用無料　 11/7㈫〔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、「11/18松戸の歴
史をさぐる」係へ
◆館長講演会「新しい世界遺産
神宿る沖ノ島」
12/3㈰ 13:00～15:00
会場講堂　講師同館館長・望月
幹夫　定員80人（抽選）　費用無
料　 11/16㈭〔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、「12/3館長講演会」係へ
◆ガイドツアー（総合展示解説）
随時受け付け（常設展観覧券が
必要）

開館時間…9:00～16:30（11月からは
16:00まで）
休館日…月曜（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。
◆春まで楽しむハンギングバスケット
11/11㈯ 13:30～15:30
講師ガーデンコーディネーター・
杉田佳子氏　定員先着24人　
費用2,200円
◆バードウォッチング　帰って
きた冬鳥に会おう
11/23㈷ 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
◆クズのつるで遊ぼう～クリス
マスリース作りと輪投げ～
11/25 ㈯ 13:00～15:00
講師松戸里やま応援団・里やま
Qの皆さん　定員材料がなくなる
まで　 費用無料

※スポーツ推進委員主催。
※申し込みのないものは、全て当日会場で。
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
10/15㈰9:00～12:00　会場幸
谷小学校　 峯

みね

田
た

☎341－2978
●ヘルスバレー、エスキーテニス教室
10/21㈯19:00 ～21:00　会場
東部スポーツパーク体育館　
西山☎090－8341－0852
●婦人ソフトボール教室
10/22㈰9:00～12:00　会場東
部スポーツパーク野球場　 岩
下☎090－5531－8004
●グラウンド・ゴルフ教室
10/29㈰9:00～12:00　会場東
漸寺本堂裏広場（駐車場使用不
可）　 堀☎344－1735
●ソフトバレーボール教室
11/5㈰9:00～11:00　会場常盤
平体育館　 浅野☎090－4012
－7686
●バドミントン大会（個人戦）
①初心者11/10 ㈮②中級者以上
11/17㈮各 9:00～15:00　会場
柿ノ木台公園体育館　費用1ペ
ア1,000円　 10/29㈰までに、
電話で坂平☎366－3432へ
●小金原地区グラウンド・ゴルフ大会
11/12㈰ 9:00から　会場旧根木
内東小学校　定員先着80人　
10/25㈬までに、電話またはFAX
に住所・氏名・年齢を記入して
市村☎ 342－6190へ

松戸駅市民ギャラリー
生涯学習推進課☎367－7810

◆10/26 ㈭まで
油絵土曜会展
濱野☎363－4961
恵
けい

墨
ぼく

会
かい

作品展
南
みなみ

沢
さわ

☎385－4001
◆10/27㈮～11/9㈭

戸定歴史館
☎362－2050

運動公園
☎363－ 9241

開館時間…9:30～17:00（入館は
16:30まで）
休館日…月曜（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

開館時間…10:00～18:00
（初日と最終日は公開時間が変更にな
る場合があります）
休館日…月曜
◆金曜デッサン会作品展
10/17㈫～22㈰
森田☎346－3606

◆創
そう

美
び

会
か い

展
10/24㈫～29㈰
本
ほん

祥
じょう

☎344－8258
◆松戸クロッキーの会作品展
10/24㈫～29㈰
細
ほそ

谷
や

☎384－4736
◆かな書道芳

ほう

静
せい

会
かい

書展
10/24㈫～29㈰
田原☎363－0016

◆松戸市文化祭
10/31㈫～11/5㈰
生涯学習推進課☎367－7810

◆松戸女性洋画教室グループ展
11/7㈫～12㈰
佐々木☎387－1715

◆全日本写真連盟松戸支部写真展
11/7㈫～12㈰
河
こう

野
の

☎386－7131
◆グループK展
11/14㈫～19㈰
二
に

瓶
へい

☎349－0834
◆新松戸東パークハウス写真
クラブ写真展
11/14㈫～19㈰
秋山☎345－7326

◆あすなろ会洋画展
11/14㈫～19㈰
森田☎346－3606

文化ホールギャラリー
☎367－7810

◆1867年パリ万博150周年記
念展 第Ⅲ期「徳川
昭武の日仏交流」
12/24㈰まで
※その他の催しは、
4面参照。

◆運動公園カルチャー教室

スマートフォン・タブレット用アプリ「マチイロ」を利用して広報まつどを配信しています。ぜひご利用ください。

①ハンドメイド（アクセサリー）
②リトミック
①10/20㈮②10/27㈮、11/10
㈮・24㈮各10:00～11:00　会場
武道館　対象①18歳以上②6カ
月～5歳の子とその保護者　持
ち物上履き　定員各先着25人
費用1回700円（①は別途材料
費）　 当日会場で

文化財史跡めぐり
～松戸の深まる秋と戦国時代をたどる～
11月8日㈬・9日㈭各9時20分市役所地下玄関集合、16時ごろ市役
所解散　コース松戸中央公園、博物館、旧齋藤邸、本土寺、広徳寺、
大谷口歴史公園　対象市内在住・在勤の人　定員各日16人（抽選）
持ち物昼食、飲み物、虫よけスプレー、タオル、歩きやすい靴
10月25日㈬〔必着〕までに、往復はがきに参加者全員（1枚につ
き2人まで）の希望日・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・
返信用宛名を記入して、〒271－8588松戸市教育委員会　社
会教育課（☎366－7462）へ

要申込

◆ミュージアムシアター
会場講堂　定員各回先着80人（申込不要）　費用無料

上映開始時間 内容

ミュージアムシアター
（平日）13:15、15:15
（土・日曜、祝日）15:15

10
月
「〈司馬遼太郎と城を歩く 第１巻〉
大阪城・小田原城・備中松山城・熊
本城」〈60分〉

11
月

「民族文化映像研究所 映像民俗
学シリーズ〈日本の姿〉第１巻 アイ
ヌの結婚式～北海道平

びら

取
と り

町
ちょう

二
に

風
ぶ

谷
た に

～」〈30分〉

午前11時の名画座
11:00

10
月
「〈日本絵巻大全 第２巻〉信

し

貴
ぎ

山
さん

縁
え ん

起
ぎ

 第一巻 飛
と び

倉
くらのまき

巻（山
や ま

崎
ざ き

長
ちょうじゃのまき

者巻）」
〈33分〉

11
月
「『朝日ニュース映画』で見る昭和
第１巻②昭和31年」〈30分〉

土日祝のキッズシアター
（土・日曜、祝日）13:15
※10/22㈰・11/11㈯を除く

10
月
アニメ「〈ふるさと再生 日本の昔ば
なし〉たのきゅう」他2話〈約25分〉

11
月
アニメ「〈ふるさと再生 日本の昔ば
なし〉うばすて山」他2話〈約25分〉

税に関する作品展
松戸税務署総務課☎363－

1171
楽しい水彩画 彩

さい

の会展
森川☎386－0510

◆11/10㈮～23㈷
たのしい着

き

物
もの

地
じ

の服
植田☎090－1771－3235
墨
ぼく

真
しん

会
かい

水墨画作品展
河合☎346－2218
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市立病院形成外科外来は10月19日㈭
に休診します
同病院同外来☎363－2171（内線1145）

愛の献血
11月12日㈰10時～11時45分、
13時～16時　会場ダイエー新松戸店前　持ち物保
険証・運転免許証等本人確認ができる物　※松戸
献血ルームPure（☎703－1006）では随時受け付
けています。
健康推進課☎366－7487

健康教室
（メタボ教室）
11月①13日㈪②20日㈪③29日㈬各14時～15時
（13時45分開場）　会場市立病院4号館地下1階会
議室　内容①楽に続けて脱メタボ②お薬の疑問に
お答えします③食生活を見直して脱メタボ　講師
同病院①保健師②薬剤師③管理栄養士　定員各先
着20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

こころの家族教室「統合失調症の
理解と対応」〔全2回〕
11月17日㈮、12月1日㈮各14時～16時　会場松
戸健康福祉センター（松戸保健所）　内容統合失調
症の理解と治療、障害福祉サービス等の制度、回
復のプロセスや地域生活について　講師精神科医
他　対象市内在住の統合失調症患者の家族で2日
間参加できる人　定員先着30人　費用無料
11月1日㈬から、直接または電話で同センター

地域保健課（精神保健担当）☎361－2138へ

健康体操教室
12月から平成30年3月までの
第1・3水曜10時～11時（1月3日㈬、2月7日㈬、3
月21日㈷は除く）　会場馬橋市民センター　対象馬
橋西地区在住のおおむね65歳以上で医師に運動を
止められていない人　定員60人（抽選）　持ち物飲
み物、長めのタオル、運動しやすい服装　費用無料
11月10日㈮〔消印有効〕までに、往復はがきに氏
名（ふりがな）・住所・電話番号を記入して、〒271
－0043松戸市旭町1の174　馬橋西高齢者いきい
き安心センター（☎711－9430）へ

ふくろうプロジェクトとは
　このプロジェクトは、市役所や消防局、医師会などの職能団体が取り組
む共同事業です。具体的には、「もしものとき」が訪れたとき、ご本人の希
望どおりの治療や療養を行うことができる地域づくりの計画です。
　近年、高齢者の救急搬送が増えています。救命というより「看取り」に近
い方々が目立ち、救急搬送されたがゆえに、ご本人が望まない延命治療に
繋
つな

がることも少なくない現状です。実際、高齢者の救急搬送では、ご本人
やご家族が延命治療を望んでいるのかはっきりしていない場合も多く、「こ
んな状態は望んでいなかった！」と後悔される場合も多くあります。
もしものとき、ご本人の情報がひと目で分かるふくろうシート
　救急隊が駆けつけたときに、本人の情報がすぐさま入手できるものとし
て「ふくろうシート」を活用します。このシートは、事前にケアマネジャー
がご本人やご家族と相談しながら、お体の状況や医療や療養に対するご希
望などを記入していきます。

市内で実施されている
「ふくろうプロジェクト」をご存知ですか？

あなたの健康 397 　記入されたシートは、ケアマネジャーが事務局
に登録を依頼します。事務局はシートをシステム
に登録し、シートを閲覧するためのQRコード付き
カード（保険証と一緒にしておくもの）とステッカー
（冷蔵庫に貼るもの）を作成して、ご本人に郵送しま
す。その方が救急車を要請した際、救急隊はこの
カードまたはステッカーのQRコードを読み込み、ふ
くろうシートに記載した内容に基づき適切な対応が
できることになります。「こんな状態は望んでいなかった！」という問題がな
くなるということです。
　「もしものとき」、それはご本人の意識がなかったり、その場でどのような
治療をしてほしいか、即座に判断できない状況になることが多いものです。
このプロジェクトを通して、ご家族の皆様で、またかかりつけ医やケアマネ
ジャーと一緒に「もしものとき」どのようにしたいかを話し合ってみませんか？

詳しい情報を知りたい方はご連絡ください。
ふくろうプロジェクト事務局☎711－7088（平日10時～16時）、

　  fukuro-project@umin.ac.jp

松戸市医師会　  http://www.matsudo-med.or.jp/

※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。

●社交ダンスサークル マイカイ
月3回㈮19時～21時 常盤平市民セ

ンター 20歳以上の初級者 月3,000
円 500円 杉村☎090－4207－5173
●社交ダンスサークル こぶし会
㈯16時～18時 五香市民センター

初級者 月3,000円 1,000円 木村☎
080－5485－2486

●童謡コンサート
10/18㈬13時30分～16時 市民劇場
1,000円 松戸童謡の会・鈴木☎343
－6631
●伝統芸かっぽれ踊り〔全5回〕
10/18㈬・25㈬、11/1㈬・15㈬・22㈬

各18時～19時 小金原市民センター
浴衣等の踊りやすい衣装 3,000円
かっぽれ愛好会・岡田☎341－3719（夜
間のみ）
●ターゲット・バードゴルフ体験教室
10/19㈭9時～11時30分 六高台ス

ポーツ広場B 当日会場で 松戸市ター
ゲット・バードゴルフ協会・伊藤☎090－
4739－3829
●なぎなた教室
10/20～11/24の㈮（11/3㈷除く）10

時～12時 運動公園武道館 20歳以上
各先着10人 電話で松戸市なぎなた連
盟運動公園グループ・飛

とび

田
た

☎341－6745へ
◆不要傘でマイバッグを作ろう
10/20㈮13時30分～16時30分 市

民会館 先着15人 筆記用具、洋裁セッ
ト 500円 電話でアースコン・マツド・
川上☎367－5231へ
◆稔台フレンド寄席
①10/21㈯②11/18㈯各19時から

オオイ文化センター（新京成みのり台駅下

車）出演①三
さん

遊
ゆう

亭
てい

金
きん

かん②昔
せき

昔
せき

亭
てい

全
ぜん

太
た

郎
ろう

200円 稔台フレンドクラブ・小林☎
367－6579

レシピの質疑・試食会
10/22㈰11時～13時 小金市民セン

ター 先着10人 300円 電話で数値調
理会・岩崎☎090－9295－1387へ
◆企業活性化相談
10/25㈬、11/22㈬各14時～18時 勤
労会館 市内中小企業の経営者 電話で千
葉県能率総合研究所相談事務局（㈱ティー
シーイーエム内）☎047－481－8531へ
●馬橋芸能連合会60周年舞踊大会
10/29㈰10時～18時 市民会館 同
会・松澤☎343－2123（昼間のみ）
●クイックステップ・ルンバ講習会
〔全3回〕
11/2㈭・9㈭・16㈭各19時～21時
稔台市民センター JDCスタンダード

A級・田原健二氏 中級者 4,000円
電話でクルミダンス・大場☎080－1579
－4358（昼間のみ）へ
●タンゴ・ジャイブ講習会〔全3回〕
11/4㈯・11㈯・18㈯各13時～15時
八ケ崎市民センター JCFスタンダー

ド・ラテンA級・安部邦臣氏 中級者
4,000円 八ケ崎ダンスサークル・大場☎
080－1579－4358（昼間のみ）

●日本舞踊 鈴の会
㈬13時～15時 常盤平老人福祉セ

ンター 先着5人 月1,500円 來
きた

島
じま

☎080－2037－2943
◆松戸健康の会（足裏マッサージ）
第3㈯14時～17時 勤労会館 月

1,000円 高
こう

山
やま

☎090－2324－9480

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
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用　（ …入会金）　※記載のないものは無料　 …申込方法、申込先　 …問い合わせ先

、 マークは市民活動助成事業です）

●和太鼓のひびき「日本の心」
11/12㈰12時～15時20分 森のホ
ール21 松戸市和太鼓連盟・青山☎080
－3388－4590
●松戸市レディース卓球大会
11/14㈫9時から 柿ノ木台公園体育
館 ランク別個人戦 市内在住・在勤の
女性 800円 11/4㈯までに、電話で松
戸市レディース卓球連盟・塩山☎090－
6174－9049へ
●社交ダンス初級・中級者スタンダード
講習会（ワルツ他）
11/18㈯、12/2㈯各13時30分～15時
30分 常盤平体育館 市内在住・在勤の
人 男女各先着15人 500円 電話で
松戸市ダンススポーツ協会事務局・太田

☎090－3694－7560（17時以降）へ
●家庭婦人バレーボール大会
11/23㈷（1・3部）、11/25㈯（2・４部）、

12/2㈯（全ての部）各8時30分から（11/18
㈯14時から運動公園会議室で代表者会議）
小金原体育館他 学区で編成されたチ

ーム 1チーム2,000円 11/10㈮〔必着〕
までに、郵送で 松戸市家庭婦人バレー
ボール連盟・大沢☎090－6528－0421
◆「一芸と川の歌コンサート」一芸参加
者募集
H30/3/16㈮13時 市民劇場 落語、
舞踊、手品、歌唱、朗読、演奏他（出演時
間10分） Eメールで川いい会・阿部
tatsukaz@jcom.zaq.ne.jp（☎343－
5463）へ

アプリは無料でダウンロードできます。詳しくは市ホームページをご覧ください。　問広報広聴課 (広報担当)☎366－7320

要申込

要申込

要申込

要申込

15

秋の健康まつり
in小金原
健康推進課☎366－7486

11月18日㈯9時30分～13時
会場小金原体育館　対象市内在住・在勤・在学
の人　費用無料

第1部　
ラジオ体操講習会
9時30分～11時　講師NPO全国ラジオ体操連
盟指導委員・有

ある

賀
が

暁
あき

子
こ

氏　定員先着300人　持
ち物上履き、外靴用の袋、飲み物、タオル、動
きやすい服装
電話で同課☎366－7486へ
第2部　健康松戸21
応援団フェス2017
　松戸の健康づくりを応援している「健康松戸
21応援団」による体験型イベント。スタンプラ
リーに参加して、景品を手に入れよう。
時間11時15分～13時　内容骨密度測定、歯科
相談、血管年齢測定、ヨガレッスン他

ステッカー

（1ブースあたり）

みほん
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学ぼう！海の向こうの国際社会
　私たち国際担当は、松戸市の多様性がま
すます拡大していることに誇りを持って
います。国際コミュニティーのための支援
を強化する目的で、オーストラリアにある
姉妹都市ホワイトホース市の担当者と協
力し、現在新しい「職員派遣」プログラム
を立ち上げています。
　ホワイトホース市民の3割以上は海外
生まれだそうで、その数は松戸市の外国人
市民の10倍にもなることを考えると、姉
妹都市の事例から多くのことが学べるで
しょう。

　公募した中で選ばれた職員
1人が、2週間の実習のため、
来年2月にホワイトホース市
に派遣されます。現地の「コ
ミュニティー発展課」の業務

を見学し、サービスの提供者と打ち合わ
せし、そしてボランティア団体を視察す
る予定です。松戸市に戻ってからは、学
んだことを私たちと共有し、外国人市民
をよりサポートできる方法について意見
をもらいたいと思います。
　多言語サービスに興味を持ち、優れ
た英語力によって選ばれた職員の活躍
は今後お伝えします！

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!

Looking abroad for fresh ideas
The international team and I are proud of Matsudo’s growing diversity. In an effort 
to strengthen support services for our international community, we are now working 
with our sister-city counterparts in the City of Whitehorse on a new ‘Staff Study Tour’ 
program. Taking into consideration that over 30 percent of Whitehorse’s residents 
were born overseas (ten times greater than the proportion of foreign residents in 
Matsudo), there is much to learn from our Australian friends.
From the Matsudo City staff that applied, one lucky member has been selected to 
travel to Whitehorse for two weeks of practical learning in February. They will work 
with the Whitehorse Community Development team, meet with external service 
providers, and also tour local volunteer organisations. Upon their return to Matsudo, 
they will share with us what they have learnt and provide fresh insights into how we 
can better advocate for foreign residents. The selected staff member has a keen 
interest in multilingual services and boasts excellent English language skills. More 
details about their activities, coming soon!

漆
しつ
芸
げい
家
か 松

まつ

本
もと

 達
たつ

弥
や

さん　松
まつ

本
もと

  法
のり

子
こ

さん

伝統の技を受け継ぎ、
未来へつなぐ

松本法子さん作
乾
かん
漆
しつ
蒟
き ん ま
醤箱

はこ
「夕暮れに」（2010年）

松本達弥さん作
彫
ちょう
漆
しつ
緑
りょっ
花
か
文
もん
箱
はこ
（2012年）

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

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

幸せアルバム

平成29年5月生
毎日違う顔を見せてくれて
家族みんなを笑顔にしてく
れます。たくさん遊んでい
っぱい大きくなってね♪

平成27年12月生
お兄ちゃん達が大好き
な娘です。今日も後ろ
を追いかけて元気に走
り回っています！

平成27年7月生
お兄ちゃんと一緒に遊
ぶのが大好き。
元気いっぱいです。

　第64回日本伝統工芸展で、ベテランでも入選することが難しいとされる
中、見事夫婦そろっての入選を果たした松本さんご夫妻。日本の伝統文化
を守り、受け継いでいくことを使命と捉え、漆芸に取り組んでいます。
　二人が出会ったのは、共に香川県漆芸研究所で学んでいた頃。結婚後、
都内で行われる数々の展覧会への出品活動を行う中、交通の便が良く、子育
てに向いている街として選んだのが新松戸でした。移り住んでから20年が
過ぎた今も、市内で制作を行っています。
　漆芸技法の中で、達弥さんが主に行うのは「彫

ちょう

漆
しつ

」。漆と顔料を混ぜた色
いろ

漆
うるし

を何十回も塗り重ねてから、彫刻刀で文様を
彫っていきます。彫った深さで現れる色が変
わるように、あらかじめ彫る深さを考えて漆を
塗り重ねます。「化学の進歩で色顔料の開発が
進み、白、緑、青、紫などの色が出せるようにな
り、表現の幅が広がりました」と、黒や朱など
だけではない色漆の魅力を話してくれました。
　法子さんが主に行う技法は「蒟

き ん ま

醤」。塗り
重ねた漆面を彫り、その部分に色漆を数回塗
り込んでから表面が平らになるまで研いで
仕上げます。点と線を組み合わせた彫り方と、
さまざまな色漆の組み合わせによる複雑な
文様が表面を彩ります。「グラデーションや
ぼかしなど絵画の要素を持ちながらも、この
技法でしか表せない独特の質感が魅力です」
と教えてくれました。
　お二人の作品は、麻

あさ

布
ぬの

を漆で貼り重ねた「乾
かん

漆
しつ

素
そ

地
じ

」を自作するところか
ら始まります。さらに、漆を塗れるのは1日に1回であるため、50回塗るので
あれば50日が必要。1つの作品を作るのに半年かかることも珍しくはありま
せん。その作業の傍

かたわ

ら、達弥さんは文化財の修復に携わっており、国宝の漆
工品も手がけています。国宝等を扱える修復技術と資格を持つ人は、国内
でも数えるほどしかいないそうです。「今ある文化財を、現状を損なうことなく
保持し、永く後世に伝える」という理念のもと、どこをどう直すか、どこまで手
を加えて良いかを明確にしてから修復を行っています。
　伝統の技を受け継ぐだけではなく、国内外で文化財修復のワークショップ
を行うなど未来を担う後進の育成にも努め、「自分の作品も百年、千年と残
るものにしたい」と目標を掲げる達弥さん。「一生のうちに作れる数は限ら
れているので、一作一作を大切に取り組んでいきたい」と、作品へかける熱
意を語ってくれた法子さん。二人三脚で、思いを込めて漆芸の新たな可能
性を探し続けます。

　菓子まつり
つきたてのお餅販売10時30分～12時
ハロウィングッズ＆手作り体験10時～17時
ロールケーキづくり体験　　　13時30分～14時30分　定員先着50人　
10月15日㈰午前10時から、同まつり実行委員会の申し込みフォームで

松戸コンテンツPR大使・
月野もあさん

要申込

奏
そ う

太
た

ちゃん

祥し
ょ
う太た

朗ろ
う

ち
ゃ
ん

遠え
ん

藤ど
う

凛り
ん

ち
ゃ
ん

ロールケーキづくり体験
申し込みフォーム

松戸ハロウィンフェスティバル2017&菓子まつり

Matsudo City International Portal

ハロウィン行進＆ランウェイショー
　松戸駅西口の商店でお菓子をゲット!
午前の部10時集合、午後の部13時30分集合　定員先着200人
10月15日㈰午前10時から、松戸駅周辺活性化推進協議会の

申し込みフォームで
ハロウィンキッズ　ワードラリー10時～17時
　プラーレ松戸店、伊勢丹松戸店、アトレ松戸店の3店舗の
キーワードを集めて景品をゲット!　定員先着300人
ハロウィンファッションで踊るキッズダンスパフォーマンス
ハッピースマイルカンパニ（12時45分から）、W

ウ ィ ル ウ ォ ー ル

illWall （ 16時から）

ハロウィン行進＆
ランウェイショー
申し込みフォーム

 第1弾 10月21日㈯
 仮面女子ライブコンサート
　アイドルグループ「仮面女子」の月野もあさんの松戸コンテ
ンツPR大使の就任式を兼ねたライブコンサートを開催。その
他にも、豪華7組のアイドルがフェスティバルを盛り上げます。
時間11時30分～18時（就任式は14時から）　会場伊勢丹松
戸店屋上　定員先着300人　費用無料（ハロウィンにちなん
だ物を身に着けてお越しください）
 第2弾 10月29日㈰ 会場松戸駅西口デッキ他　費用一部有料
 キッズハロウィン　

要申込

文化観光国際課☎366－7327

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

2017.10.15
（平成29年）

8 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。


