
ロボカップ2017世界大会 オンステージパフォーマンス部門で世界一に輝いた、小金中学校科学部の7人と本郷谷市長
（詳細5面）

　市民の皆さまにとって、本年が健やかで実り多き1年になります
ようお祈り申し上げます。
　昨年は、六実出身の高校生、須

す
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さんがレスリング世界選手
権で金メダルを獲得し、小金中学校科学部がロボカップ世界大会で
1位に輝くなど、市内の中学・高校生が世界を舞台に大いに活躍し
た1年でした。
　子育て関係では、小規模保育施設を市内全23駅の駅前・駅中に設
置するなど受け皿を拡大し、2年連続待機児童ゼロを達成しました。
こうした取り組みが評価され、「共働き子育てしやすい街ランキン
グ」の全国編で、グランプリを受賞することができました。これは、
多くの関係者が子どもたちのためにと頑張ってきた結果であり、松
戸市民にとっての大きな勲章となりました。
　年末に開院した「松戸市立総合医療センター」は、東葛北部医療
圏で初めての地域周産期母子医療センターとして認定されている産
科・新生児病棟と、全国でも数少ないPICU（小児集中治療室）を持
つ小児病棟を同じフロアに配置した、子どもを守る全国でも有数の

病院となりました。救命救急医療・がん診療などの高度急性期医療
も担い、これからも市民の健康を守り、「来てよかった」と思われる
病院を目指します。
　2年後に控えた東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り
組みでは、ルーマニアとドミニカ共和国との間で事前キャンプ受け
入れに関する準備を進めています。七草マラソンと梨がきっかけで
始まった両国との交流を、スポーツのみならず、文化的にも深めて
いきます。
　計画から50年かかった「東京外かく環状道路（千葉県区間）」が、
今年開通し、市内に初の「松戸インターチェンジ」が設置されます。
市内に高速道路ができるということは、松戸市の街づくりにとって
大きな力となります。これに合わせて市の玄関口となる松戸駅周辺
の賑

に ぎ

わいを創出する計画も進めています。
　これからも市民の皆さまと力を合わせ、松戸市がさらに魅力的で
夢のある街となるよう頑張っていきたいと思いますので、今年もよ
ろしくお願いします。

明けましておめでとうございます

2018 松戸から
世界へ！
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●1月7日㈰は七草マラソン大会
●1月13日㈯は松戸市消防出初式
●パブリックコメント手続きを実施
●新春特集「科学って楽しい！」
●新春クイズ&プレゼント



パブリックコメント（意見募集）手続きを実施します

1月8日㈷14時30分～16時（14時開場）　会場松戸
商工会議所5階会議室　出演者①アレクサンドル・
ソアレ選手、アレクサンドル・コルネスキ選手、ルー
マニア陸上競技連盟他②パンフルート奏者・櫻岡
史子氏　定員先着150人　費用無料
当日会場で

問政策推進課東京オリンピック・パラリンピック推進
　担当室☎366－7072

●松戸市コミュニティバス中和倉コース（総合医療センター発着）の一部を運休します
 右回り（JR北松戸駅先着）＝8時22分、9時14分、10時1分、10時52分
 左回り（JR馬橋駅先着）＝8時48分、9時39分、10時30分
●総合医療センター直行無料シャトルバスを運行します
 JR北松戸駅発＝8時5分、9時16分、10時、11時16分
 総合医療センター発＝8時55分、9時38分、10時55分、11時37分
●交通規制のため新京成バス「松戸運動公園」「千駄堀口」「総合医療センター」
 各バス停は8時から11時30分まで利用できません
　「看護専門学校前」バス停または「県立松戸高校」バス停をご利用ください。
　詳細は市ホームページをご覧ください。

　松戸市七草マラソン大会の開
催に伴い、運動公園周辺の交通
規制および新京成バスの一部迂
回を実施します。

1月13日㈯10時から（演技は11時から）　会場消防訓
練センター　内容消防音楽隊とピンクダイヤモンズの共
演、粋なはっぴ姿のはしご乗り、幼年消防クラブ員のマー
チング、消防局・消防団による消防演習 
※手話通訳・要約筆記あり。 ※公共交通機関をご利用
ください。 ※雨天の場合は、式典のみを消防局講堂で
行います。 ※会場付近の皆さんにはご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いします。

松戸市ホストタウン事業
①七草マラソン出場予定
　ルーマニア陸上選手トークショー
②パンフルートコンサート

1月7日㈰開催七草マラソン大会

松戸市消防出初式松戸市消防出初式

市ホームページ

市ホームページ

時間①～④⑦⑨⑩⑪13時～16時⑤⑥⑧⑫9時～
12時　会場シニア交流センター（①～⑤は常盤平
市民センター）　対象40歳以上　費用①～⑤⑨～
⑫各3,000円⑥～⑧各6,000円（別途教材費各500
円程度）
申1月24日㈬〔必着〕までに、はがきまたはFAX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パソコン教室係 330－
5008（☎330－5005）へ

コース 日程
①タブレット（iPad）入門 2/  8㈭
②タブレット（iPad）実用 2/20㈫
③スマホ入門 2/13㈫
④スマホ・アプリ 2/27㈫
⑤Wi-Fiの基本・活用 2/22㈭
⑥パソコン入門〔全2回〕 2/  7㈬・14㈬
⑦Word基礎〔全2回〕 2/  7㈬・14㈬
⑧Excel基礎〔全2回〕 2/21㈬・28㈬
⑨Windows10の操作 2/21㈬
⑩デジカメ取込・印刷 2/15㈭
⑪パソコンで確定申告 2/  6㈫
⑫個人授業 2/27㈫

交通規制、バスの迂
う

回
かい

にご協力をお願いします
問スポーツ課☎703－0601

1

56 4

2
3

10

98

7

第三中学校第三中学校
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21世紀の森と広場21世紀の森と広場
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第六中学校第六中学校

①松戸市男女共同参画プラン第5次実施計画（案）
②第3次松戸市食育推進計画（案）
③松戸市立地適正化計画（案）
④松戸市子ども総合計画中間年の見直し（案）

会場市役所議会棟3階特別委員会室　定員先着100人
当日会場で　問都市計画課☎366－73721月27日㈯ 15時～16時30分

松戸市立地適正化計画（案）住民説明会

案の公表日1月①4日㈭②③5日㈮④9日㈫
案の公表方法市ホームページへの掲載、行政資料センター、各支所、図書館（本館・分館）、
まつど市民活動サポートセンター、①ゆうまつど②健康福祉政策課③都市計画課④子ども政策
課での閲覧　
意見の提出方法
2月①2日㈮②③4日㈰④8日㈭〔消印有効〕までに、書面に住所・氏名・表題を記
入して、持参（各支所可）または郵送・FAX・Eメール・市ホームページ専用フォー
ムのいずれかから提出　※意見を提出した個人に対して個別回答は行いません。
問 ①〒271－0091松戸市本町14の10　男女共同参画課 364－7888、 mcsankaku@city. 
 matsudo.chiba.jp（☎364－8778）

　 ②～④〒271－8588松戸市役所
 ②健康福祉政策課 704－0251、 mckenhuku@city.matsudo.chiba.jp（☎704－0055）
 ③都市計画課 366－1132、 mctoshikeikaku@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7372）
 ④子ども政策課 365－1009、 mckodomossk@city.matsudo.chiba.jp（☎704－4007）

交通規制
区間 規制時間

❶⇔❷ 10:00～11:30ごろ❷⇔❸
❷⇔❽ 9:00～11:30ごろ
❷⇔❹

10:00～11:00ごろ❹⇔❺
❺⇔❻
❻⇔❼
❾⇔●   9:00～10:00ごろ

凡例

バス運行・運休情報

問消防総務課☎363－1116

10

救急医療体制
※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

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等）を案内〕

休日土曜日夜間歯科診療所（20時～23時）
竹ケ花45の53衛生会館2階 ☎365－3430

夜間小児急病センター（18時～23時）
千駄堀993の1 ☎712－2513
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みのり台
駅

千駄堀隧道

総合医療
センター

新八柱駅

夜間小児急病
センター☎366－0010テレホン

案内サービス

シルバー人材センター
スマホ・パソコン教室 要申込

平常運行路線
運休路線
迂回路線
総合医療センターへの迂回路
交通規制区間

2 4月1日から燃やせるごみの全ての「紙袋」収集を廃止し、「燃やせるごみ専用松戸市認定ポリ袋」に一本化します。

●広報まつど　2018年（平成 30年）1月1日



市等からのお知らせをお伝えするコーナーです。
…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
お知らせ

1/19㈮に平成29年分国民健康保険料の
納付済確認書を発送します
　発送以前に必要な場合は、国民健康保
険課・各支所の窓口での申請または電話
で同課にお問い合わせください　※後
期高齢者医療保険料納付済確認書およ
び介護保険料納付済確認書も同日に発
送予定 同課収納担当室☎366－7299

1月1日から、国民健康保険料の支払い
は原則口座振替になりました
　納期限内納付を推奨するため、特別徴
収（年金天引き）の世帯を除き、口座振
替による納付をお願いします手続き方法
●国民健康保険課･各支所の窓口で、ペ
イジー口座振替受付サービスを申し込み
●口座振替依頼書を金融機関へ提出　※
詳細は同課収納担当室☎366－7299に
お問い合わせください

平成30年度の申告から、医療費控除・
セルフメディケーション税制の適用を受
ける場合、明細書の添付が必要になり
ました
　経過措置として平成32年度まで（所
得税は平成31年分まで）は医療費等の
領収書の添付または提示によることも
できます。詳細は市ホームページまたは
市民税課にお問い合わせください 同
課☎366－7322

松戸都市計画ごみ焼却場（一般廃棄物
処理施設）の変更および松戸都市計画
ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）の
変更の案の縦覧と意見書の提出
期間 1/4㈭～18㈭（閉庁日を除く）各
8時30分～17時縦覧場所 廃棄物対策課
六和クリーンセンターの廃止および

（仮称）松戸市リサイクルプラザ建設に伴
う都市計画の変更（追加）の案について
意見書提出方法1/18㈭〔消印有効〕までに、
郵送または直接市長宛ての意見書に住
所、氏名を記入し、意見の要旨（800字
程度）を添えて、〒271－8588松戸市役
所　廃棄物対策課（☎366－7335）へ

松戸都市計画下水道の変更案の縦覧
縦覧期間 1/9㈫～23㈫（閉庁日を除く）
各8時30分～17時 縦覧場所 下水道整備
課 松戸市第1号公共下水道の区域追加
下水道整備課☎366－7361

戸定邸で成人の記念撮影ができます
　今年新成人を迎える人は、戸定邸内で
各自持参のカメラによる撮影ができま
す　※営業目的の撮影、三脚・自撮り棒
等の使用、長尺の品物の持ち込みは不可
※工事のため、戸定邸庭園には下りられ

ません 戸定邸入館料 戸定歴史館☎
362－2050

文化ホールの使用受付
1/10㈬10時30分から 文化ホール
4/3㈫から7/1㈰の受け付け（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） 生涯学習推進課☎
367－7810

外環千葉県区間開通に先駆け、中矢切
に「矢切っ子歩道橋」が開通
　同歩道橋に設置されたエレベーターの
運用時間は7時から19時です 首都国
道事務所工務課☎362－4114

講座・講演・催し

ふれあい教室「朗読をきくかい」
1/10㈬10時～11時30分 ふれあい

22 松戸朗読奉仕会会員による短編・
エッセー等の朗読 障害者手帳を持っ
ている人等 障害者福祉センター☎
383－7111

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
1/11㈭11時～11時30分 ふれあい

22演奏者日
ひ

向
が

野
の

のりえ氏（歌）、德川眞
弓氏（ピアノ） ふれあい22☎383－
0022

野鳥観察会（国分川）
1/13㈯8時15分松戸駅東口デッキ上

集合、11時30分現地解散〔雨天時は集
合場所で開催可否を決定〕 筆記用具、
観察用具 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

東葛飾地方家庭科、技術・家庭科作品展
1/13㈯・14㈰各9時30分～16時30分
さわやかちば県民プラザ 指導課☎

366－7458

住宅リフォーム①相談②市民講座
1/13㈯①10時～13時、14時～16時

②13時～14時 馬橋市民センター 松
戸住宅リフォーム相談員協議会☎365－
5252

子ども向けプログラミング教室「コー
ダー道場」
1/13㈯14時～16時 松戸観光案内

所 マウス操作が可能な小学生（保護
者同伴） ノートパソコン 先着6人

c
コ ー ド

ode f
フォー

or m
マ ツ ド

atsudoホームページで
文化観光国際課☎366－7327

講演会「マチ弁から最高裁判事になっ
て～妻から学んだ男女共同参画～」
1/13㈯13時30分～15時 さわやか

ちば県民プラザ 元最高裁判事・山浦
善樹氏 先着40人 電話で県男女共同
参画センター☎043－252－8036（月
曜を除く）へ

ひったくり撲滅を目指し「ひったくり
防止自転車かごカバー」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）。
移動交番車で警察への手続きや相談等も
できます 1/15㈪10時～10時30分
栄町第2公園（栄町4の231の1）、さるび
あ公園（常盤平西窪町12） 各先着100
人 市民安全課☎366－7285

シティー・ミニコンサート～冬の残り
香～
1/17㈬12時15分～12時45分（11
時30分開場） 市役所市議会議場曲目
ニューシネマパラダイスメドレー（モリ
コーネ）、ダッタン人の踊り（ボロディン）
他演奏者Q

カ ル テ ッ ト

uartet1
・

P
ペ ス カ

esca 先着150人
当日会場で 生涯学習推進課☎367

－7810（演目）、市議会事務局☎366－
7381（会場）

矢切町歩きと「矢切ねぎ」収穫見学
1/20㈯10時北総線矢切駅前広場集合、
12時30分解散〔小雨決行〕 1,200円
先着25人 ネギを入れる袋 1/10㈬
〔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　（一社）松戸市観光協
会・ひみつ堂「矢切ねぎ」係（☎727－
7825）へ

東松戸ゆいの花公園マグノリア・コン
サート
1/20㈯14時から（13時30分開場）
東松戸ゆいの花公園マグノリアハウ

ス演奏者植草ひろみ氏（チェロ）曲目
からたちの花（山田耕

こう

筰
さく

）、ジェラシー
（ゲーゼ）他 先着70人 公園緑地課
☎366－7380

活動をPR！無料で簡単に作れるWEBサ
イトのはじめ方
1/23㈫18時～20時 新松戸市民活

動支援コーナー まつど市民活動サポー
トセンター長 ボランティア団体や
NPOの組織運営に関わっている人 先
着15人 ノートパソコン 電話または
メールで同センター☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-sc.comへ

松戸市小中学校書初展
1/24㈬～28㈰各10時～18時　※26

㈮午後は特別賞授与式を行うため一部見
学不可 文化ホール 指導課☎366－
7458

経営者講習会「ズバリ！地域企業の成
長が松戸活性化へつながる～地方創生5
つのポイント～」
1/25㈭19時～21時 松戸商工会議

所 ㈱船井総合研究所・杤
とち

尾
お

圭
けい

亮
すけ

氏他
先着200人 FAXまたはメールに住所・
氏名・電話番号を記入して、松戸商工会
議所「無料講演会担当」 365－0150、
yeg@matsudo-cci.comへ 商工振

興課☎711－6377

パソコンスキルUPシリーズ～無料で簡
単に作れるWEBサイトのはじめ方～
1/27㈯14時～16時 まつど市民活

動サポートセンター 同センター長 新
しく活動を始める人または活動をもっ
と広げたい団体 先着15人 ノート
パソコン 電話またはメールで同セン
ター☎365－5522、 hai_saposen@
matsudo-sc.comへ

聴覚障害者のための教室「生活や自然
の中にある算数・数学を楽しもう」
1/28㈰13時30分～16時 ふれあい

22 明晴学園校長・榧
かや

陽子氏 市内在
住の聴覚障がいのある人とその家族
1/19㈮までに、FAXに住所・氏名・FAX
番号を記入して、障害者福祉センター
383－7810（☎383－7111）へ

会 議

教育委員会会議
1/11㈭13時30分から 京葉ガスF松
戸ビル5階会議室（傍聴は開会30分前か
ら受け付け） 教育企画課☎366－7455

子どもの未来応援会議
1/15㈪10時から 衛生会館3階大会

議室傍聴定員 先着10人（開会10分前ま
で受け付け） 子ども家庭相談課子ども
の未来応援担当室☎366－5181

市民公開講座～脳卒中について知ろう～
1月20日㈯14時30分～16時30分　会場総合医
療センター講堂　講師順天堂大学医学部附属浦
安病院神経内科教授・卜

うら

部
べ

貴
たか

夫
お

氏他　定員先着
150人　費用無料
問松戸市医師会事務局☎368－2255

健康塾「家庭でできる
ロコモ予防」 要申込
1月25日㈭14時30分～16時　会場東松戸病院
1号館2階大会議室　講師同病院整形外科医師　

定員先着60人　費用無料　
電話またはFAXで同病院保健福祉医療室☎

391－5500、 391－0288へ

愛の献血
2月4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。
問健康推進課☎366－7487

認知症予防教室
〔全3回〕要申込
2月①7日㈬10時～12時②15日㈭③22日㈭各
13時30分～15時30分　会場馬橋市民センター

対象全日程参加できる馬橋西地区在住の65歳以
上　定員先着30人　費用無料
1月4日㈭～15日㈪の間に、電話で馬橋西高
齢者いきいき安心センター☎711－9430へ

介護者のつどい 要申込
2月15日㈭14時～15時30分　会場旭神経内科
リハビリテーション病院　対象小金原地域在住
で認知症（若年性認知症を含む）の人の家族ま
たは介護経験者　費用無料
1月20日㈯までに、電話またはFAXで小金原
高齢者いきいき安心センター☎383－3111、
385－3071へ

は協働事業です。

植草ひろみ氏

燃やせるごみに混入する雑がみを分別し、ごみの減量・資源化にご協力ください。 問廃棄物対策課☎704－2010 3
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夏の大三角形を探せ!!
〜松戸プラネタリウム

－どういう作品ですか？
「沖縄に行ったときに満天の星空を見て『もし松戸市で同じくらい星空
が見えたらどんな風に見えるだろう』と思って作りました。二つのモード
で市内から見た星空を楽しむことができます。一つ目は「プラネタリウム
モード」。日時を入力すると、自動で365日・分単位の星空を見ることが
できます。二つ目は「夏の大三角形モード」。誰もがその日、その時間の
夏の大三角形を探せるように、星の色が変わり、音声での説明が流れま
す。加えて、『星に願いを』のオルゴール版が流れたり、紫外線LEDを当
てると有名な星座の形や天の川が映し出されたりする機能もあります」

形は違えど、今までの作品が生きている
－工夫したことや特徴は? 
「4等星以上の星を表現するために、400本の光ファイバーを使っていま
す。光ファイバーの太さを変えることで5段階の星の強さを表現していま
す。小学3年生の時の作品から、今年全国展に出展する『キセキのコンサー
ト』という作品まで、光ファイバーを使った作品を作り続けています。形
は違えど、今までの作品が生きているように思います」
－大変だったことは？
「この作品を作るために、初めてプログラミングを学びました。夏休み
の初めに原案を考えて、プログラミングを学んで･･･完成するまで夏休み
いっぱいかかりました。また、昨年7月の世界青少年発明工夫展では1人
1ブースを任され、参加者・審査員への作品の紹介や質疑は主に英語でし
た。英語の先生やALTの先生に確認し
ながら、日本地図や英語訳した七夕の
伝説等をポスターにまとめたり、英語
の説明を考えたりしました」
－今後は？
「理科を学ぶことも、人に教えること
も好きなので、将来は理科の先生に
なりたいです。この作品を使ったりし
ながら、自分なりに、楽しく分かりや
すく理科を教えたいです」

ダンゴムシコンポスト
を作るための
基礎研究Part2

－なぜこのテーマに？
「『ダンゴムシに刺激を与えると丸まる
のはなぜか』ということに興味を持っ
たのをきっかけに、小学１年生からダ
ンゴムシの研究をしています。私は兄
弟が多いので、家でカレーを作ると多
くの生ごみが出ます。そんな生ごみを
堆肥に変える「コンポスト」というも
のがあると母から聞きました。そこで、ずっと研究してきたダンゴムシに
手伝ってもらってコンポストができないかと思い、研究を始めました」
－なぜ研究を始めようと？
　「ダンゴムシが好きなことと、他の人が知らないようなことが分かるこ
とが楽しいからです。特に、友だちにダンゴムシについて聞かれたときに、
なぜかを答えられるのがうれしいです。あと、研究で分からないことがあ
ると、家族で議論をします。時々話があらぬ方向へ行くこともありますが、
家族で研究について話すことはとても楽しいです」

家族で研究について話すのが楽しい
－研究をしていて、大変だったことは？
　「研究をするために250匹のダンゴムシを捕まえるのが大変でした。
ダンゴムシがどのようなところにいるかは今までの研究で分っているの
で、今回は1〜2日で捕まえることができました。ですが、以前はダンゴ
ムシの脚を見るのもきつかったこともありました･･･。あと、研究は夏休
みの時期に集中してやっているのですが、テーマが生き物ということも
あって、夏休みの3分の2ほどは研究していました。部活もあるので大変
でした」
－今後の目標は？
　「今までの研究で、ダンゴムシは生ごみが腐ると食べなくなること、乾
燥したものが好きであること、ダンゴムシと同じくらいの大きさの食べ物
を好むことが分かりました。今後は、もっと多くのダンゴムシを少ない手
間で育てる方法などを研究したいです。将来は研究をする際の考え方や
知識を生かして、看護師になりたいです」

小金小学校６年

岩
い わ

谷
や

椛
こ こ

さん
偏光板  魔法の鏡で見て
みたら･･･光る氷の世界

殿平賀小学校４年

笹
さ さ

﨑
ざ き

真
ま

有
ゆ

里
り

さん

どっかん  打ち上げ花火

横須賀小学校１年

大
お お

城
し ろ

壮
そ う

平
へ い

さん

科学で活躍する子どもたち

全国展出展作品を紹介 　今年度、千葉県科学作品展で受賞した、小栁さん・岩谷さん・笹﨑さん・大城さんの作品が「全日本
学生児童発明くふう展」に、森本さんの論文が「日本学生科学賞研究部門」に出展されます。

森本さんの研究論文

銅メダルを受賞した作品

第一中学校1年 森
も り

本
も と

尚
な お

子
こ

さん第六中学校3年 小
こ

栁
やなぎ

和
か ず

季
き

さん

千葉県児童生徒・教職員科学作品展 県知事賞2017年世界青少年発明工夫展 銅メダル

科学って楽しい！ 

優秀賞千葉県商工会議所連合会会長賞千葉県総合教育センター所長賞

しまなみ海道
とモノレール

科学の
楽しさを

学びませんか
　平成21年に発足し、宇宙関連の施設の見学、勉強会や科学工作、ペットボト
ルロケットや固体燃料ロケットの打ち上げ等の活動を月１回行っています。
　同少年団では、大学の教授、JAXAの元職員やピアノの先生など、広い分野
で活躍するリーダーが小学校から高校までの子どもたちにさまざまな体験の機
会をつくっています。入団していない皆さんも毎月の活動への参加ができます。

日本宇宙少年団千葉スペースボイジャー分団
問事務局・田嶋☎090−8962−3182、 stajima@ai-s.jp
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　昨年、名古屋市で行われた「ロボカップ2017世界大会」で、19歳以下の子どもたちが参
加するジュニアリーグの日本代表として出場した小金中学校の科学部の3年生7人（三

み

山
や ま

貴
た か

也
や

部長、尾
び

藤
と う

直
な お

哉
や

副部長、葛
か

西
さ い

柊
しゅう

摩
ま

さん、田
た

中
な か

直
な お

希
き

さん、筒
つ つ

井
い

太
た

一
い ち

さん、杉
す ぎ

山
や ま

心
こころ

さん、小
こ

林
ばやし

結
ゆ

萌
め

さん）が、オンステージパフォーマンス部門で見事世界一に輝きました。
　「オンステージ」は発想力や芸術性が問われる種目。同校科学部が製作したロボットは、
音楽に合わせ教師役と生徒役の2体のロボットがダンスレッスンをするというもの。ロボッ
トが腕を曲げ、センサーが音に反応して光るLED、2体のロボットが同じ動きをする演技構
成が評価され、世界大会での好成績につながりました。
　ロボットの設計から動きを制御するプログラミング、ロボット本体の製作の他、インタ
ビュー審査で使うプログラミング集やポスター、映像の作成とそれらを英訳する役割を、7
人がそれぞれ分担しました。「既製品ではロボットを思ったように動かすことができなかっ
たので、半年かけて車輪の制御基盤を自作しました」と苦労したことを話してくれました。
　ロボット製作で大切にしていることは「チームワーク」「ノーヒューマンエラー」、そし
て楽しむこと。このチームの良さは、技術だけでありません。「科学部の活動は、自由に
自分たちが作りたいモノを作ることができるので楽しい。ロボットの製作は試行錯誤の連
続で予定どおりに進んだことがありませんでした
が、ロボットが完成したときの喜びはひとしおで、
友達からの評価や賞を受賞することでモチベー
ションが上がりました」と話してくれました。
　将来は、世界中の人に自分の作った音楽や映像
の発信、人間の生活を便利にする製品やおもちゃ
の製作、サイバー攻撃を減らすソフトウエアの開
発、海外で出版された本を日本向けに出版するな
ど、世界大会での経験を通して7人の夢は広がり
ます。
　「今年も世界大会に出場する」。その目標に向
かって後輩たちは、これからも活動を続けます。

言語活用科（英語分野）

理科観察実験アシスタント

市民会館プラネタリウム室
NAOKO SPACE 
PLANETARIUM

　言語活用科は、論理的・批判的思考力やコ
ミュニケーション能力を身に付け、グローバ
ル化する社会で活躍できる児童・生徒の育成
を目指しています。日本語と英語の2つの分
野で構成されており、特に英語分野では「触
れる」「慣れる」「使う」学習を進めています。
　第六中学校の小栁さん、小金中学校科学
部が世界の場で行った英語でのプレゼンテー
ションは、言語活用科での学習が実を結んだ
ものといえます。
問指導課☎366－7458

　子どもたちの科学
的思考力を高めるた
めに、市内小学校の
うち５校で子どもた
ちの学びのお手伝い
をしています。理科
室の環境整備、自身
のノウハウを生かした自作の教具や植物教材
の用意、授業で使用する微生物の飼育も行
い、子どもたちが効果的な学習ができるよう
にしています。
問指導課☎366－7458

「山崎宇宙飛行士にきいてみよう！
宇宙のまいにち」

日時3月25日㈰14時～16時
定員80人（抽選）
申込期間2月15日㈭～28日㈬
※詳細は広報まつど2月15日号
でお知らせします。
問同館☎368－1237

　市内の子どもたちが科学の分野で
活躍しています。子どもたちの想像
力にあふれた科学の世界をご紹介し
ます。加えて、市内で科学に親しみ、
楽しめる場を紹介します。

　科学の醍
だ い

醐
ご

味
み

は、自分で問いと仮説を立て、実験や観察などを通じて調べ、
結論をまとめる、という一連の作業の中で、自ら主体的に学べることだと思
います。複雑に絡み合った現代社会の中では、こうした観察眼や考察力は、
どの分野でも大きな力となるでしょう。こうした科学の楽しさも、ちょっとし
た興味から。ぜひ身近な興味を大切にしてください。

松戸市名誉市民の山崎直子宇宙飛行士から
コメントをいただきました

教育委員会は科学を学びたい
子どもたちを応援しています

「ロボカップ
   2017世界大会」

小金中学校科学部

　同クラブは、昭和58年の発足以来35年間、市内小・中学校の理科部会
の教師が中心となって、子どもたちにモノづくりの楽しさを伝える活動を
続けています。参加する子どもたちは、市内企業から支援していただいた
木材や金属を加工しながら道具の使い方やデザインの基本を学び、自由な
アイデアでモノづくりを行っています。

　昨年行われた「全国少年少女チャレンジ創造コンテスト」では、同クラ
ブから2作品が決勝に進出し、4年連続銀メダルを獲得しています。出場し
たキャプテンの高

た か

橋
は し

影
ひ び

乙
き

さんは「作品作りに何度も悩みましたが、その成
果が実りました」と話してくれました。子どもたちからモノづくりの楽し
さが伝わってきます。　※入会方法など詳細は同クラブ事務局へ。

からくりパフォー
マンスカーを調整
する子どもたち

松戸市少年少女発明クラブモノづくりの楽しさを学ぶ 問同クラブ事務局・難波☎090－5766－3751

1位

予告 春の天文教室

オンステージパフォーマンス部門

世界1位に輝いたパフォーマンス審査の様子
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2月①3日㈯②17日㈯各14時～16時（13時30分開場）  
会場子ども読書推進センター　講師①㈱ネットアドバン
ス・後藤由道氏②戸定歴史館長　内容①パソコンを操作
し、事典・辞書など約50種類のデータベースを使って
知りたいことを検索できる「ジャパンナレッジ」の活用
方法を学ぶ②15代将軍徳川慶喜の弟で、幕府崩壊、明
治維新という怒

ど

涛
とう

の時代を生き抜き、松戸の地を終
つい

の居
きょ

処
しょ

とした徳川昭武の人物像を紐
ひも

解く　定員先着①10人
②50人

①本だけじゃない！図書館の魅力
　～ジャパンナレッジを使いこなす～ 要申込
②ふるさと「まなび」塾
　～明治維新150周年 松戸に住んだ幻の将軍～

図書館活用講座図書館活用講座  

①のみ1月28日㈰までに、電話で図書館☎365－5115へ　※②は申し
込み不要

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。

※公益通報者保護法による外部通報の受け付け、相談については
　広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）が窓口です。

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ

市政・一般民事 平日 8:30～17:00★
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

※〔予約〕相談日の1カ
月前から（税務：前々
日17時まで　不動産・
登記：前日17時まで）
電話（☎366－1162）
※法律相談について
は、裁判中や調停中
の事件は相談できませ
ん

広報広聴課
広聴担当室

（一般民事相談専用）
☎366－7319
※一般民事相談は
金銭・身の上・相
続・離婚等家庭問
題の簡単な法的解
釈を要する相談

法律相談（随時予約） 第2～5月・火・木
（第2月を除く） 13:00 ～17:00

交通事故相談 毎週月・火・木 9:00～17:00★
不動産相談（予約制） 第2～5水 13:00 ～17:00
税務相談（予約制） 第2・4金 13:00 ～17:00
登記相談（予約制） 第3金 13:00 ～16:30

外国人
相談

英語・中国語 第3火
9:00～12:00

タガログ語・スペイン語 第2・4火
行政相談  第4月 13:00 ～16:00

行政書士相談（予約制） 今月はありません

建築士相談 第2水（予約優先） 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水 10:00 ～16:00 住宅政策課
☎366－7366マンション管理相談 第1水（予約優先） 9:00～12:00 市役所新館6階会議室

人権相談
※人権相談は法務局松戸
支局でも行っています   
（平日8:30～17:15）

第1金

10:00 ～15:00★

新松戸市民センター
行政経営課
☎366－7311
法務局人権ダイヤル
☎0570－
003－110

第1木 小金原市民センター
第4水 東部支所
第1・3金 行政経営課相談コーナー
第2金 ふれあい22

家庭児童相談 平日 9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3941
婦人相談 平日 9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3955

ひとり親（就労等）相談 平日 9:00～17:00★ 子育て支援課☎366－7347

子育て相談 平日 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

ドリーム☎070－3935－1230
はなみずき☎710－8070
グレース☎382－6182

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ

松戸市消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119
消費生活相談 平日 8:30～16:00 消費生活センター☎365－6565
福祉なんでも相談
電話相談専用ダイヤル
毎週水、第1金10:00
～15:00☎368－1333

　第2～5水、
第1金

10:00 ～15:00
社会福祉協議会 （社福）松戸市

社会福祉協議会
☎368－0912第1木 小金原市民センター

第4金 市役所相談コーナー
障
が
い
者
相
談

基幹相談支援
センターCoCo

平日
8:30～19:00 総合福祉会館（2階）※訪問可

 ☎308－5028
 366－1138

ふれあい相談室 9:00～17:00
   （予約優先）

ふれあい22（3階）
※訪問可

☎388－6222・6225
383－5552

障がい者虐待防止
障がい者差別相談センター 平日 8:30～19:00

基幹相談支援センターCoCo内
（総合福祉会館2階）

☎366－8376　 366－1138
高齢者・障がい者
成年後見制度相談

毎週火・金（祝日
の場合は前日）

9:00～17:00
   （要予約）

NPO成年後見センター
しぐなるあいず☎702－7868

労働相談 毎週月・木
（第3木を除く） 17:00 ～20:00 勤労会館

（第3木曜日休館）
商工振興課
☎711－6377

経営相談（起業を含む）
（予約制） 平日 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）

毎週火～土
（祝日休み） 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
平日 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 （社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館3階）☎366－0077

生活困窮者相談 平日 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） 平日 8:30～17:00 教育研究所（予約専用）☎366－7600

青少年相談
電話

平日
8:30～16:30 子どもわかもの課

☎363－7867（相談専用）来所予約制 8:30～17:00
いじめ電話相談 平日 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3・4月、
　 第2～4木  10:00 ～16:00

男女共同参画課（相談室直通）
☎363－0505第1木、第2月  14:00 ～20:00

男性対象 第1・3金 17:00 ～20:00
まつど女性就労・
両立支援相談

毎週火・木
（第1火を除く） 10:00 ～15:00 ゆうまつど（2階） 男女共同参画課

☎364－8778

①落語っておもしろい！（柳
やなぎ

家
や

千
せ ん

寿
じ ゅ

氏と「座
ざ

・子ども寄席」子どもたち
の落語）
②おはなし会とカルタとり
1月14日㈰ ①10時30分～11時30
分②13時30分～14時30分　

「正月・干
え

支
と

・冬」
「室内遊び・お正月
遊び・伝承遊び」
「落語」
に関する展示

を楽しもう

冬の企画展示

会場子ども読書推進センター　費用無料

1月5日㈮～30日㈫
各9時30分～17時　※休館日を除く

問図書館☎365－5115

　1月5日㈮から、おすすめの児童書
3冊を福袋に入れて貸し出し（50セッ
ト限定）

福袋福袋

講座

内容

冬冬
冬の企画展示 問図書

室室内内ああそそびび
と

1月11日㈭・16日㈫・19日㈮・23日㈫・25日㈭・26日㈮・30日㈫
各10時30分～11時、14時30分～15時　会場同センター　
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

小さい子のためのおはなし会

1月12日㈮10時30分～11時10分　会場同センター
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

親子絵本講座

1月26日㈮10時～12時　会場同センター　内容詩・ことばあそびの
本、春におすすめの本　対象小学生の保護者　定員先着50人　
電話で同センター☎331－0077へ

小学校での読み聞かせ講座 要申込

日時 会場（駐車場はありません）
1/  9㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
1/16㈫11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・システム（野菊野保育園内）
1/19㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
1/24㈬10:30～11:00 E-子どもの森ほっとるーむ新松戸
1/25㈭10:30～11:00 矢切公民館
1/26㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
1/26㈮11:20～11:50 根木内こども館（晴香園内）
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

絵本はじめのいーっぽ～乳幼児のための読み聞かせサポート～

日程 会場
1/12㈮ 明市民センター
1/16㈫ 小金原市民センター
1/17㈬ 東部スポーツパーク
1/19㈮ 五香市民センター
1/23㈫ 小金市民センター（分館内）
1/25㈭ 和名ケ谷スポーツセンター（分館内）
1/26㈮ 新松戸市民センター

時間15時30分～16時　
対象幼児～小学生と保護者

市民センターおはなし会

共 通  費用無料　問同センター☎331－0077

子ども読書推進センターからのお知らせ  
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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月10日㈬に「広報まつど　都市型介護予防モデル『松戸プロジェクト』特集号」を発行します。 問介護制度改革課☎366－4101



◆藤間流　日本舞踊「亀
かめ

志
し

穂
ほ

の
会」 おさらい会　
1/6㈯12:00
藤間☎385－8915

◆ECCジュニアBS三ケ月・新松
戸幼稚園前教室学習発表会　
1/8㈷12:30
ECCジュニア・宮川☎312－

1311
◆シニアオイリュトミーアンサン
ブルΩ

オメガ

　ホレおばさん　★
1/13㈯14:30、15:20
季節を感じる会芸術クラス☎

311－0326
◆私たちは忘れない　震災復興
支援チャリティ歌謡ショー　★
1/14㈰13:30
松戸探検隊ひみつ堂☎727－

7825
◆コンサートと医療・介護の講演
1/18㈭14:00
大谷☎090－1805－2206

◆学びのセーフティネットの充実
松戸市夜間中学講演会
1/19㈮13:45
教育企画課☎366－7455（事

前申込制）
◆ヴァイオリン発表会　
1/20㈯17:00
八巻☎367－9286

◆松戸駅前博物館　江戸落語を
廰
き

く会
1/21㈰14:00
博物館☎384－8181（事前申

込制）

◆松戸童謡の会 童謡を歌う（月
例会）　★
1/24㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆松戸学院音楽教室発表会　
1/27㈯11:00、15:00
魚
うお

岸
ぎし

☎362－3116
◆鴇

とき

田
た

由紀子手づくり音楽会　
あの鐘

ベル

を鳴らすのはあなた
1/28㈰13:00
鴇田☎392－3461

◆爆生！！お笑いin松戸【出演予
定】サンドウィッチマン、にゃん
こスター他
2/24㈯11:00、14:00、17：00
会場大ホール　費用全席指定 
3,800円　※3歳以上有料、3歳
未満入場不可（発売中）
◆小林研一郎指揮　読売日本交
響楽団　特別演奏会（ヴァイオリ
ン・服部百

も

音
ね

）
2/27㈫19:00　　
会場大ホール　費用S席4,000
円、A席3,000円　※未就学児
入場不可（発売中）
◆「おかあさんといっしょ」ガラ
ピコぷ～がやってきた！！
3/10㈯13:30、16:00
会場大ホール　費用全席指定　
2,500円　※1歳未満で保護者
の膝上で鑑賞する場合は1人ま
で無料（発売中）

①1/15㈪・29㈪各11:00～12:00
②1/10～31の水曜13:30～14:30
会場柿ノ木台公園体育館　対象
18歳以上　定員各先着30人　
費用1回500円　 同体育館☎
331－1131
●グラウンド・ゴルフ教室
1/21㈰9:00～12:00　会場①
東漸寺本堂裏広場（駐車場使用

不可）②幸谷小学校　対象②初
心者　 ①堀☎344－1735②峯
田☎341－2978

◆氷川きよしコンサートツアー
2018～日本全国　歌の渡り鳥3～
3/18㈰14:30、18:30
会場大ホール　費用全席指定 
7,500円　※未就学児入場不可
（発売中）
◆松戸市制施行75周年記念・
森のホール21開館25周年記念
事業  玉置浩二  PREMIUM
SYMPHONIC CONCERT2018
4/1㈰16:00　　
会場大ホール　費用S席10,000
円、A席7,500円　※未就学児
入場不可（発売中）
◆春風亭昇太・林家たい平 二人会
4/21㈯16:00　　
会場市民会館　費用全席指定
3,600円 ※未就学児入場不可
（1/24㈬発売）

●インディアカ教室
1/6㈯19:00～21:00　会場大橋
小学校　持ち物上履き、飲み物
佐藤☎080－5084－7077

◆①骨盤ヨガ②コンディショニン
グエクササイズ
①1/8㈷・15㈪・29㈪各9:30～
10:30②1/9～30の火曜13:30
～14:30　会場常盤平体育館　
対象18歳以上　定員各先着30
人　費用1回500円　 同体育
館☎386－0111
◆①ヨガ②ビューティーピラティス
1/11～25の木曜①13:00～13:50
②14:00～14:50　会場小金原
体育館　対象18歳以上　定員各
先着30人　費用1回500円　 同
体育館☎341－2242
◆①体幹美Body②コンディショ
ニングエクササイズ

●詩吟初心者無料体験会（漢詩・短歌・
俳句・歌謡・吟詠）
①1/6～27の㈯10時～12時②1/11

～25の㈭15時～17時 ①小金・馬橋②
新松戸各市民センター ボールペン
輝
き

龍
りゅう

会・佐藤☎090－1261－4297へ
◆英会話サークル無料体験会
㈪㈫13時30分～15時30分（1/1㈷・

2㈫除く） ゆうまつど 電話でN
ネ リ ー

elly 
E
イングリッシュ

nglish C
サ ー ク ル

ircle・サイプレス・ハゼヤマ☎
090－9017－0844へ
●親子体操体験会
1/12㈮・26㈮各10時30分～11時30

分 青少年会館樋野口分館 上履き、飲
み物、ゴムボール（持っている人） 2
歳～3歳の子と親 当日会場で さくら
んぼ親子体操・塚本☎090－4496－
6805
◆新年から始めよう！健康体操
1/12～26の㈮11時5分～12時35分
運動公園武道場 先着5人 1回500

円 電話でゆったり体操倶
く

楽
ら

部
ぶ

・熊
くま

谷
がい

☎
392－8510へ
●社交ダンス初心者無料講習会
1/12～26の ㈮12時30分 ～13時30

分 新松戸市民センター 先着10人
電話でD

ディー

A
エー

D
ディー

A
エー

舞
まい

夢
む

松戸・石井☎090－
5755－6867へ
◆司法書士法律相談
1/13～2/24の㈯各10時～15時 松

戸商工会議所 各日先着8人 電話でち
ば司法書士総合相談センター☎043－
204－8333へ
◆お祭囃

ばや

子
し

・獅子舞・神
か ぐ ら

楽・篠笛見学会
①1/13㈯18時～20時②1/15㈪・22

㈪各9時～11時 ①六実市民センター②
六実第二小学校 電話で五香六実お囃
子の会・白石☎387－1522へ

◆松戸のみどり再発見ツアー「緑の高垣、
富士山、七福神…自然観察＆初詣に行こ
う」
1/14㈰9時30分JR北小金駅改札集合、
14時現地解散〔雨天中止〕 飲み物、
弁当、歩きやすい服装 300円（小学生
以下無料） 当日会場で 緑のネット
ワーク・まつど・高橋☎090－2935－
9444
◆私たちは忘れない震災復興支援チャリ
ティ歌謡ショー
1/14㈰13時30分開演 市民劇場出演
泉珠里、上條操、吉崎さとし、山田修と
ハローナイツ 1,500円（前売り1,000
円） （一社）松戸市観光協会（松戸探
検隊ひみつ堂）☎727－7825
◆千葉県県民提案事業「高齢者・障害者
のための消費者被害についての講演会・
意見交換会」
1/17㈬13時30分～16時 市民会館
先着50人 電話で（一社）コスモス

成年後見サポートセンター千葉県支部・
藤倉☎388－3060へ
●今年のお片づけの目標をオーガナイズ
（整える）してみよう！
1/18㈭10時～11時30分 市民会館
筆記用具 500円 電話で心スッキリ

☆私にあったお片づけを見つける会・山
崎☎090－2545－4746（昼間のみ）へ
◆ともしび読書会
1/18㈭10時～12時 ゆうまつど　
『最後の将軍』司馬遼太郎著 200円
電話で同会・林☎368－5323へ

◆松戸ホルンクラブ「月うさぎ」定期演
奏会
1/20㈯13時30分～16時 森のホー

ル21 先着400人 当日会場で 同ク
ラブ・水

みず

上
かみ

☎050－3736－3018

●にんじんクラブ（男性向け料理教室）
第3㈬17時～20時 市民会館 月

1,000円 1,000円 斉藤☎388－
2667（昼間のみ）

◆松戸若
わか

鳶
とび

会（伝統技芸はしご乗り）
11月～1月（不定期） 市内および

近隣市 横尾☎090－3227－5547

●キッズリズム体操体験会（ダンス、平
均台、マット、縄跳びなど）
1/20㈯・27㈯各16時30分～18時

運動公園他 5歳～小学生 先着10人
1回500円 電話でキッズリズム体操

ホップアップ・安本☎349－1185へ
◆落語会（春風亭昇也、神田鯉

り

栄
えい

）
1/20㈯17時～19時 常真寺（大谷

口18） 先着60人 1,000円 当日会
場で 同寺☎342－1616
●囲碁大会（棋力別・変則リーグ戦）
1/21㈰9時～17時 常盤平市民セン

ター 1,500円（高校生以下800円）
※昼食あり 常盤平囲碁クラブ・清水☎
386－1988（昼間のみ）
◆竹かご（四

よ

ツ
つ

目
め

底
ぞこ

花
はな

籠
かご

）を作ろう
1/21㈰10時～14時30分 21世紀の

森と広場パークセンター 先着20人
1,000円 FAXで千葉県森林インスト
ラクター会・井

い

形
がた

043－486－5768へ
●新春小金原歌唱サークル発表会
1/21㈰10時～16時 小金原市民セン
ター 同サークル・宮崎☎090－2168
－5107
◆NPO若草会カウンセリング
第4㈯10時～15時 同会（稔台）

精神障がい・引きこもりの人とその家族
先着5人 3,000円 電話で同会・藤

田☎368－3345へ

◆けん玉教室（指導と段級認定）
1/27㈯14時～16時 六実市民セン

ター 電話で昔のあそびと遊ぼう会・白
石☎387－1522へ
●県民ふるさとハイキング
1/28㈰6時千葉銀行松戸支店前集合、

18時解散 清和県民の森を4時間歩く集
中登山 先着40人 6,000円 1/9㈫か
ら、電話で松戸市山岳協会・高橋☎362
－0101（平日9時～17時）へ
◆弁護士による無料法律相談
2/3㈯10時～16時 千葉県弁護士会

松戸支部 先着24人 1/17㈬10時か
ら、電話で同支部・小泉☎366－1211へ
●硬式テニス教室①②ジュニア③～⑤初
心者⑥ナイター
2月～4月の①㈬②㈭③㈫④㈮⑤3月

～5月の㈪⑥3月～6月の㈰㈪㈮のいず
れか ①中央公園②～⑤栗ケ沢公園⑥
金ケ作公園各庭球場 ①②市内在住・在
学の小学生③～⑥市内在住・在勤の人
各先着①②40人③④30人⑤60人⑥90
人 ①②7,500円③～⑤10,000円⑥
14,000円 1/15㈪までに、松戸市テ
ニス協会ホームページから 同協会☎
341－1133（㈫㈭㈯12時30分～16時
30分のみ）

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌日休館）
※駐車場は大変混雑します。電車・バスをご利用ください。
※チケットは完売している場合があります。

森のホール21　今月の催し物　　 ☎384－5050
日程 内容（★は有料） 開演

時間 問い合わせ先

大
ホ
ー
ル

6 土 新春特選落語会 三遊亭小遊三・林家たい平 with U字工事　★ 11:00 夢空間☎03－5785－0380

14 日 松戸市民吹奏楽団定期演奏会 14:00 円城寺☎090－9296－2047

18 木
森のホール21開館25周年記念
NHK   「新・BS日本のうた」 
公開収録

18:40 森のホール21☎384－5050

19 金 三山ひろしコンサート2018　★ 13:30
カンフェティチケットセ
ンター
☎0120－240－540

21 日 2018年新入学おめでとう大会 14:00 同大会事務局☎03－3289－2640
27 土

LUNA SEA TOUR2018　★
18:00 キョードー東京

☎0570－550－79928 日 16:00

30 火
民音創立55周年記念ベルリン・
フィル弦楽四重奏団「ヴァリア
ン・フライ・カルテット」   ★

19:00
MIN-ONインフォメー
ションセンター
☎03－3226－9999

31 水 松戸地区高等学校音楽会 10:30 県立松戸六実高校・松田☎385－5791

小
ホ
ー
ル

6 土 ピアノ発表会 11:40 浦塚☎080－9388－4694

14 日 幼児バレエの会 おひろめ会 14:00 桃井☎090－7719－3179

20 土 松戸ホルンクラブ「月うさぎ」定期演奏会 13:30 水
みず

上
かみ

☎050－3736－3018
21 日 ピアフル音楽教室・発表会 13:00 大森☎344－6048
23 火 北千葉道路建設促進特別講演会 13:15 佐藤☎445－1449

27 土 ファミリーコンサート 13:30
ママさんブラス森のお
んがくたい・岡部
☎080－3431－0925

28 日 松戸市民カラオケ歌謡協会 初春歌謡祭   9:30 門脇☎080－5066－3508

天井落下対策工事のため、市
民会館ホールの1月の催し物
はありません。
同館☎368－1237

市民劇場
☎368－0070   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。 

※申し込みは全て当日会場で。
●はスポーツ推進委員主催

森のホール21 チケットセンター
☎384－3331

受付時間…10:00～19:00
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※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。
 http://www.morinohall21.com/
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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

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、 マークは市民活動助成事業です）
…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



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。

新春クイズ 　クイズに挑戦してみよう！正解者の中から、抽選で下記
の希望賞品をプレゼントします。奮ってご応募ください。
問広報広聴課（広報担当）☎366−7320

それぞれの文字を並び替えて、下のマスに答えをひらがなで入れてください。
全てお正月に関する言葉となります。 4つの答えからA〜Dマスの1文字を抜き出して並べてください。

ななくさ

戸定歴史館
共通入館券

ダイカットメモ
（縄文）

カレンダーセット

水きりダイエット（生ご
み水切り器具）と燃やせ
るごみ専用ポリ袋セット

自転車用ワイヤーロックと
反射材のセット

小林研一郎指揮 読売日本交響楽団
特別演奏会 入場チケット

更生保護のマスコットキャラクター更生ペンギンのホゴちゃん
クリアファイルと消える
蛍光ペン3本セット

チーバくんまたは市章
ロゴ入りネクタイ

富士山柄自転車かごカバー
（保冷機能付き）と
メモ帳のセット

A戸定賞 B博物館賞

Jレイソル賞

Cクールチョイス賞

D安全賞
I森のホール21賞

G（一社）松戸市観光協会賞

E社会を明るくする 運動賞 Fチーバくん・松戸市賞

H（公財）松戸市国際交流協会賞

30  組
（2人1組）

10  組（2人1組）

10人

5人

10人

10人

10人

10人

10人

4人

1年の無病息災を願い、
1月7日に食べる粥

か ゆ

に入れるもの。
羽根つきをするときに

使う板状の道具。
今年はいくらもらえるかな？
無駄遣いをしないようにね。

慌てて食べてお餅を喉に
詰まらせないようにご注意を。

な と

な

だ お

はさ ぞまい し
く

おご にた

う

■■■□A ■■□■B ■□■■■C ■■□■D

昨年、主屋が国の登録有形文化財（建造物）
に登録されました。 ※解答は広報まつど2月1日号に掲載します。旧■■■■邸A B C D

プレゼント ※デザイン・
色 は 選 べ ま
せん。 F賞で
お 申 し 込 み
ください。

② 和菓子峰月（松戸駅西口）
 矢切の渡し舟・野菊の詩・
 戸定の梅（13個入り）

① とみい五香本店 松戸銘菓・
 戸定三楽「花」（10個入り）

※①②は選べません。G賞でお申し込みください。
※上記の店舗以外での引き換えはできません。

松戸市観光協会加盟店・お菓子引換券

日時2月27日㈫19時開演　会場森のホール21大ホール
「広報まつど」についてのアンケート

1

2

3

4

5

※当選者の発表は、賞品
の発送をもって代えさせ
ていただきます。
※ご応募の際に得た個人
情報は、プレゼントの発
送のみに使用します。

締め切り
1月10日  ㈬
〔消印有効〕

【応募方法】記入要領を参考に、はがきでご応募ください

【 記入要領 】
はがき（表） はがき（裏）

◦ クイズの答え
◦ 希望賞品の 
 アルファベット
 (1つのみ）
◦住所
◦氏名
◦年齢
◦上記アンケート
　1〜5の回答

〒271−8588
広
報
広
聴
課
ク
イ
ズ
係

松
戸
市
役
所

よく読む記事は何ですか（3つまで）
①政策・制度関係　②イベント関係　③子育て関係　④健康関係
⑤ユーカリひろば　⑥街の話題　⑦市長コラム　⑧その他（　　      )

広報まつどの市民活動情報で充実してほしいものは何ですか
（2つまで）
①ユーカリひろば　②市民団体等の紹介　③年4回の市民活動特集
④スポットライト（市内で活動している人や市にゆかりのある人の
インタビュー）　⑤その他(　　）

広報まつどの紙面についてどのように感じますか
A文字の大きさ
①大きすぎる　②ちょうどよい　③小さすぎる
B記事の本数
①多すぎる　②ちょうどよい　③少なすぎる
C1本の記事の文字数
①多すぎて読みにくい　②ちょうど良い　③少なすぎて分かりにくい

紙面に登場してほしい松戸ゆかりの人はいますか

広報まつどへのご希望・ご感想を自由にお書きください

卓上タイプ

A2壁掛タイプ

10人

M原 嵩
しゅう

選手
（専修大学松戸高校出身）

L鈴木大地選手
（2017年キャプテン） 宇佐見真吾選手

（松戸市出身）
サイン色紙

マリーンズ賞 Nジャイアンツ賞

各2人
2人サイン色紙

Kジェッツ賞 5組（2人1組）

対象試合
千葉ジェッツ主催試合
※チケットの販売状況により、当日の引き換えができない場合
がありますので、あらかじめご了承ください。

Bリーグ 
千葉ジェッツ
公式戦観戦チケット

試合スケジュール
ⒸCHIBA JETS FUNABASHI

ⓒC.L.M.

ⓒC.L.M.

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

平成27年11月生
公園で、ママと一緒のところをパチ
リ！広い場所でおもいきり駆け回りま
した。いつまでも笑顔を忘れずにね！

智
と も

絵
え

ちゃん

斗と
う

真ま

ち
ゃ
ん

平成28年10月生
元気にすくすくと育ってくれて、た
くさんの笑顔と幸せをありがとう。
日々の成長がとっても嬉

うれ

しいです！

平成28年6月生
すくすく育ってくれてありがとう！
上手に歩けるようになったね。これ
からも元気に笑顔で大きくなってね。

瞭り
ょ
う

太た

ち
ゃ
ん

人口と世帯（平成29年12月1日現在） 〔　　〕内は前月比

※平成27年国勢調査の確定値を基準として、集計した常住人口です。

人口 488,698 人 〔 +184 〕 男 243,069 人〔 +46〕
世帯 223,045 世帯 〔 +203 〕 女 245,629 人〔 +138〕

市公式ホームページ
右のQRコードを読み取ること
でアクセスできます。

パソコン・スマートフォン版 モバイル版

2018.1.1
（平成30年）




