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11月3日（祝）・23日㈷は、
常設展・特別展ともに 観覧無料

ガ
ン
ダ
ー
ラ

ガ
ン
ダ
ー
ラ

菩
ぼ

薩
さつ
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跏
か

像（小川忠博氏撮影）

松戸市立博物館  ☎384－8181 
開館時間 9時30分～17時（入館は16時
30分まで）
休館日 月曜（祝・休日の場合は開館し、翌
日休館）、くん蒸期間、年末年始
常設展観覧料 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。
※以下の人は、常設展・特別展ともに観覧無料●中
　生以下●市内在住の70歳以上●身体障害者手帳・
　療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを
　持っている人とその人1人につき付き添いの人1人

講演会名 日程 会場 講師 定員 申し込み
館長講演会「ガンダーラの仏教
美術～当館コレクションを中心
に～」

 9/30 ㈰ 博物館講堂 博物館館長 -
既に締め切っています
が、空席の有無について
は電話でお問い合わせを。

仏像のいないガンダーラ美術 10/  7㈰
森のホール21 
レセプション 
ホール

九州国立博物
館学芸部長・
小泉惠

よし

英
ひで

氏
150人 
（抽選）

9/19㈬〔必着〕までに、
往復はがきで
「10/7 講演会」係へ

ガンダーラの仏教寺院跡をたず
ねて 10/14 ㈰ 博物館講堂 博物館学芸員 先着

80人 申込不要
仏教文化の受容～古墳・飛鳥・
白鳳～ 10/28 ㈰ 博物館講堂 博物館学芸員 先着

80人 申込不要

姿を現した白鳳仏～飛鳥・川原
寺裏山遺跡を掘る～ 11/10 ㈯

森のホール21 
レセプション 
ホール

群馬県立歴史
博物館館長・
右島和夫氏

150人 
（抽選）

10/23㈫〔必着〕までに、
往復はがきで
「11/10 講演会」係へ

日本西アジア考古学会・松戸市
立博物館連携講演会「ガラスが
語るシルクロードの東西交流」

11/17 ㈯ 博物館講堂
国士舘大学講
師・小寺智津
子氏

80人 
（抽選）

10/30㈫〔必着〕までに、
往復はがきで
「11/17 講演会」係へ

はがきでの申し込み方法
往復はがき（1人1枚）に郵便番号・ 住所・氏名（ふりがな）・電話番号・返信用宛名を記入して、〒270－
2252 松戸市千駄堀 671　博物館　各講演会の申し込み欄に記載されている係へ

担当学芸員による展示解説会
9月23日㈷、10月6日㈯・27日㈯、11月4日㈰・
25日㈰各14時30分～15時 20 分
会場 企画展示室入口集合（申込不要）
費用 特別展観覧券が必要

講演会 時間 13 時～15時　費用無料

●松戸市文化祭&市民運動会 ……………… 4
●消費生活展「くらしフェスタ松戸」 ……… 5
●東松戸まつり&結いの花まつり …………… 5
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2018（平成30年） 「潤いある緑豊かなまちをめざして」
市民活動特集を折り込んでいます



8月は防災行政無線で4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。

市立保育所職員を募集します（任期付短時間勤務職員）

受験案内書配布期間 ・場所10月19日㈮まで、幼児保育課・各支所・ハロー
ワーク松戸で配布（土・日曜、祝日を除く）する他、市ホームページでダウン
ロード可
試験日・会場11月4日㈰市役所
採用期間平成31年4月1日から平成34年3月31日まで
勤務場所市立保育所（17カ所）のいずれか
受験資格昭和29年4月2日以降に生まれた人（保育士・看護師は、有資格者
または平成31年3月31日までに資格取得見込みの人） 
10月19日㈮〔消印有効〕までに郵送で幼児保育課へ

秋の全国交通安全運動9月21日㈮～30日㈰
交通事故死ゼロを目指す日9月30日㈰
松戸警察署☎369－0110、松戸東警察署☎349－0110、

　市民安全課☎366－7341

松戸健康福祉センター（松戸保健所）
各種無料相談・検査

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） 10/  9 ㈫   9:00～ 11:30

☎361－2138
来所 10/  9 ㈫ 13:30～ 15:00

思春期相談 10/  5 ㈮・26㈮各13:30～ 15:30
精神保健福祉相談 10/  4 ㈭・15㈪各14:00～ 16:00
酒害相談 10/18㈭ 14:00 ～ 16:30

エイズ
検査

即日検査 10/  2 ㈫・16㈫各13:30～ 14:00

☎361－2139夜間検査 10/16㈫ 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

要申込

職種 募集人数 1日の勤務時間 雇用
保険

健康
保険

厚生
年金

月額給与
（地域手当込み） 賞与

保育士
50人程度 6時間15分 ○ ○ ○ 171,050円～

（昇給制度あり）

4.4 月
（平成 29
年度実績）

10人程度 6時間15分
（朝夕 2回勤務） ○ ○ ○

保育従事
職員
（資格不問）

30人程度

6時間
（朝夕 2回勤務） ○ ○ ○ 129,019円　
4時間
（朝夕 2回勤務） ○ × × 86,012円　
3時間
（朝夕 2回または
1回勤務）

× × × 64,509円　

調理員 40人程度 6時間 ○ ○ ○ 124,080円　
看護師    2 人 6時間15分 ○ ○ ○ 191,730円～ 

（昇給制度あり）

　携帯端末の簡単な画面操作で119番通報できるサービスです。サービス
を利用するには事前登録が必要です。これを機会に利用してみませんか？
日時9月30日㈰9時から、13時30分から　会場松戸市消防局　
対象市内在住・在勤・在学で聴覚や言語に障がいがある人、一度同システ
ムに登録した後に携帯端末の機種変更をした人　持ち物登録する携帯端末
（スマートフォンまたは従来型携帯電話）、住所が確認できる物
9月27日㈭までに、FAXに住所・氏名・FAX番号・希望日時（午前または午

後）・必要な通訳（手話または要約筆記）・交通手段（公共交通機関・車・自転車等）
を記入して、消防局警防課 363－1140または障害福祉課 362－8283へ

聴覚・言語障がいがある人も119番通報できます
N
ネ ッ ト

ET1
いち

1
いち

9
きゅう

緊急通報システム登録会 要申込
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※監査結果の全文は、行政資料センター、図書館本館および市ホームページ
で閲覧できます。

財政援助団体等監査
●監査の対象（所管部局）
財政援助団体監査…（一財）松戸市体育協会（スポーツ課）
指定管理者監査…（公社）松戸市シルバー人材センター（交通政策課）
●監査の結果=会計経理に係る事務処理および帳簿並びに証拠書類等は適切
で、効率的に運営されているものと認められた。

監査委員事務局☎366－7385監査結果を公表します

部署 未収金の種別
水道部総務課 水道料金未収金
医事課 診療費等窓口未収金
東松戸病院総務課 診療費等窓口未収金
介護老人保健施設梨香苑 診療費等窓口未収金

区分 内容 指摘事項
支出 賃金の支給に誤りがあったもの 1件

契約

設計書の記載が適切でなかったもの 1件
予定価格調書の記載が適切でなかったもの 7件
予定価格の設定が適切でなかったもの 1件
契約書の内容が適切でなかったもの 1件
契約書の収入印紙類に誤りがあったもの 3件
履行保証保険証券の提出時期が適切でなかったもの 2件

その他 非常勤職員等の勤務時間の定めが守られていなかったもの 2件
合計 18件

＜指摘事項＞

　平成30年3月2日から平成30年5
月25日までの期間に実施した定期
監査結果および財政援助団体等監査
結果の概要を公表します。

定期監査
●監査の対象＝生涯学習部（10課）・学校教育部（5課・4校）・監査委員事務
局、水道部（2課）、消防局（5課）、病院事業〔管理局（7課）・建設事務局・附
属看護専門学校・介護老人保健施設梨香苑〕
●監査の結果＝監査の結果は、おおむね適正に執行されているものと認めら
れた。なお、意見および指摘事項は次のとおり。
＜意見＞
　未収金の徴収については、鋭意努
力されているところであるが、解消
に向けて引き続き努力されたい。

平成30年7月31日
松戸市監査委員　伊藤　智清
　　　同　　　　三好　徹
　　　同　　　　石井　勇
　　　同　　　　鈴木　大介

※詳細は受験案内書をご覧ください。

幼児保育課☎366－7351

　松戸をより暮らしやすいまちにするために、地域で活躍しませんか？
ステップ① オリエンテーション＆マッチング
日時10月14日㈰13時30分～ 16時30分
会場まつど市民活動サポートセンター
ステップ② 実地体験
日程10月中旬から12月中旬の間に2カ所で各2日以上
内容福祉・環境・子育て支援・地域づくり等に取り組む団体での実地体験
共通
対象市内在住・在勤・在学の18歳以上
定員20人（申し込み多数の場合は書類選考）
10月5日㈮〔必着〕までに、申込書とレポート「実地体験で学びたいこ

と」（400字以内）を郵送・持参・FAX・Eメールのいずれかで、〒271－
8588松戸市役所　市民自治課 366－4009、  mcshiminjichi@city.
matsudo.chiba.jp（☎366－7062）へ
※申込書は同課で配布する他、市ホームページでダウンロードできます。

要申込
地域活動に興味があるけど、きっかけがないというあなたへ
まつど地域活躍塾 実地体験参加者募集

町会・自治会 NPO ボランティア団体

秋の全国交通安全運動合同出動式
　千葉県出身でアイドルグループ「J

ジ ュ ー ス

uice=J
ジ ュ ー ス

uice」の高
木紗

さ

友
ゆ

希
き

さんを一日警察署長に迎え、出動式を実施しま
す。市内の子どもたちや消防音楽隊等も参加予定です。
日時9月21日㈮10時30分から（10時10分開場）　
会場森のホール21小ホール　定員先着300人　費用無料
※駐車場（有料）に限りがあるため、公共交通機関をご利用ください。
松戸東警察署☎349－0110、市民安全課☎366－7341
自転車の事故防止に努めましょう
　平成29年中に市内で発生した交通事故発生件数
は1,249件、このうち自転車が関係する事故は363
件でした。自転車は車両であり、事故を起こせば
自動車と同様に重過失致死傷罪等に問われたり、
損害賠償請求をされたりする可能性があります。
　自転車事故の加害者・被害者にならないためにも、
交通ルールとマナーを守りましょう！

悪質・危険な自転車運転者は講習が義務付けられます
　3年以内に2回以上違反した人は、「自転車運転者講習」が義務付けられ、
定められた期間に受講しない場合は5万円以下の罰金が科されます。

重
点
目
標

ハイビーム 上手に使って 事故防止

①子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
④飲酒運転の根絶

高木紗友希さん

＜自転車に乗る前＞
●自転車保険に入ろう
●点検整備をしよう
●反射器材を付けよう
●ヘルメットをかぶろう
●飲酒運転はやめよう

＜自転車に乗っている時＞
●車道の左側を走ろう
●歩いている人を優先しよう
●ながら運転はやめよう
●交差点では安全確認しよう
●夕方からライトをつけよう

自転車安全利用ルール「ちばサイクルール」を守ろう！



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。　問高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343
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市立図書館常盤平分館は、蔵書点検作
業等のため、9/27㈭・28㈮に臨時休館
します（28㈮は全館休館です）
図書館☎365－5115

植木の剪
せん

定
てい

（10月～12月）
月100件程度 作業内容による（ごみ

は自己処理） 9/18㈫から、電話で（公
社）松戸市シルバー人材センター☎330
－5005へ

敬老祝金を贈呈しました
9/1現在、市内に住民登録があり、今年

度中に満88歳、満100歳以上になる人
贈呈金額1万円 贈呈方法 9/14㈮に本人指
定の口座に振り込み　※対象者には6月
に口座振込依頼書を郵送しています。
届いていない場合はご連絡ください
高齢者支援課☎366－7346

避難行動要支援者名簿登録のご案内
　災害時に速やかに避難支援や安否確
認等を行うため、登録された人の情報
を、市と町会・自治会等で共有します
介護認定者（要介護3～5）、障がい者（身
体障害者手帳1・2級等）、避難支援が必
要な自宅でひとり暮らしの高齢者 電
話で地域福祉課☎366－3019へ

雇用促進奨励金をご利用ください
ハローワークの紹介により市内事

業所で高年齢の市内居住者または障害
者を雇用していて、特定求職者雇用開
発助成金の支給決定を受けている事業
主 交付期間特定求職者雇用開発助成金
の支給が終了した日の翌月から起算し
て1年間奨励金額 1人につき各月賃金の
30%（上限2万円） 商工振興課☎711－
6377

松戸市議会議員一般選挙（11/18㈰執行
予定）の期日前投票立会人募集
市の選挙人名簿に登録さ

れている18歳～29歳 市ホ
ームページを参照 市選挙
管理委員会事務局☎366－
7386

ほうれん草農園オーナー募集
収穫時期 12月から2月の間に1～ 2回
（天候等に左右されます）農園所在地
五香西 1区画（1.5㎡）1,500円
10/1㈪〔消印有効〕までに、はがきに
希望区画数・住所・氏名（ふりがな）・電
話番号を記入して、〒271－8588松
戸市役所　松戸市都市農業振興協議会
（農政課内）「ほうれん草係」（☎366－
7328）へ

市営住宅入居者募集
募集期間 10/1㈪ ～10㈬ 入居資格①市
に住民登録をしている市内在住または
市内在勤の人②同居する親族がいる人
（単身申込要件を満たす人を除く）③
持ち家を有していないこと等、現に住
宅に困窮していることが明らかな人④
所定の方法により算出した月収が、一
般=15万8千円以下、高齢者・身体障
がい者等（条件あり）=21万4千円以下
募集案内書の配布 9/27㈭から10/10㈬
の間に、住宅政策課・各支所・行政サ
ービスセンターで入居時期 11月下旬ご
ろ 募集期間内〔消印有効〕に郵送での
み受け付け　※応募者多数の場合は公
開抽選。家賃・必要書類他は、募集案内
書をご覧ください 住宅政策課☎366
－7366

県営住宅入居者募集
募集期間10/1㈪～15㈪入居資格①住宅
に困窮していて、同居親族がいる人②
所定の方法により算出した月収が一般
=15万8千円以下、高齢者・身体障がい
者等（条件あり）=21万4千円以下 申込
書配布 9/27㈭から、住宅政策課・各支
所・行政サービスセンター・東葛飾地域
振興事務所で 千葉県住宅供給公社県営
住宅管理部募集課☎043－222－9200

平成30年度後期技能検定
試験日程 12/3㈪からH31/2/17㈰の間
の指定する日 受付期間 10/1㈪～12㈮
※詳細は要問い合わせ 千葉県職業能力
開発協会技能検定課☎043－296－1150

講座・講演・催し
松戸地域職業訓練センター講座
Word・Excel等のパソコン講座 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

千葉県動物愛護センターの動物愛護事業
犬のしつけ方教室、一般譲渡会、飼い

主さがしの会等（詳細要問い合わせ）
同センター☎0476－93－5711、同セン
ター東葛飾支所☎04－7191－0050

千葉県産酒フェア「秋の贅沢、“ひやおろ
し”“秋あがり”」
9/22㈯～24㉁各11時～18時 松戸
観光案内所（松戸駅下車） （一社）松戸
市観光協会☎703－1100

なかよし動物フェスティバル2018
9/23㈷10時～14時 イオンモール

千葉ニュータウン（印西市） 千葉県動
物愛護センター☎0476－93－5711

千葉県指定無形民俗文化財「万作踊り」
おさらい会
9/23㈷13時から 市民劇場 万作

踊り松戸保存会・下総☎070－5026－
7039、社会教育課☎366－7462

東松戸ゆいの花公園の講座
①アーティフィシャルフラワーで作るハ
ロウィンアレンジ 9/28㈮10時30分
～12時 Flower Flower p

プ ロ デ ュ ー サ ー ズ
roducers

代表・倉原由加氏 先着12人 作品を
持ち帰る袋 2,200円②ハワイアンクリ
スマスミニボックス 10/12㈮10時～
12時 ハワイモアナコナ公認リボンレ
イ講師・宮田まり氏 先着15人 布切
り用はさみ、針 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☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

へ

江戸川松戸フラワーライン秋の花まつ
り2018
9/29㈯

10時～14
時〔雨天中
止〕 江戸
川 河 川 敷
（上葛飾橋下） バザー、川クイズ、模
擬店、花の即売、江戸川の魚の展示、E
ボート体験乗船（先着81人）他 河川清
流課☎366－7359

小金原老人福祉センター クラブ合同展
覧会
9/29㈯10時～17時、9/30㈰10時

～16時 小金原市民センター 墨絵・
華道・俳句・編み物（9/29は茶道の無料
お茶会あり） 同センター☎344－8270

お知らせ 得する街のゼミナール「新松戸まちゼミ」
　新松戸地域のお店が専門知識等を無
料で教えます。受講者には、参加店舗
で利用できる「新松戸まちゼミ得々クー
ポン」をプレゼントします開催期間10/1
㈪～31㈬ まちゼミ参加店舗他　※
9/20㈭から商工振興課、市内公共施設
で配布するチラシを参照 一部材料費
あり 9/22㈯から、電話で各参加店舗
へ 同ゼミ実行委員会事務局（ふとんの
うえの内）・上野☎343－8248

松戸子育てカレッジ「子育て広場 おや
こで“ゆるりん”」
10/1㈪・5㈮・12㈮・15㈪・19㈮・

26㈮各10時～12時　※10/12㈮11時
～11時30分は「保育者のたまごのコン
サート」、10/26㈮11時～11時30分は
講座「子どもの言葉や児童文化に関する
こと」を開催 聖徳大学10号館 2歳
児までの子と保護者 各100円 子育
て支援課☎366－7347

公証人による公証相談
10/1㈪13時～16時 市役所新館9階

会議室 遺言、任意後見契約等 先着7
組 電話で松戸公証役場☎363－2091へ

ペク先生の韓国語講座「やさしいハング
ル」〔全3回〕
10/1㈪・22㈪・29㈪各13時30分～

14時30分 明市民センター 先着20
人 2,000円 電話で同センター☎
368－6700へ

さわやかヨガ教室（初心者歓迎）
10/4㈭・18㈭・25㈭各10時～11時
東部市民センター 各800円 各先

着30人 電話で同センター☎391－
3701へ

地域別講演会「病気になっても自宅で最
後まで暮らすためには」
10/4㈭14時～15時30分 新松戸市民
センター 市場医院院長・市場卓氏、田
辺薬局新松戸西店薬剤師・東

こ ち

風平
だいら

秀博氏
市内在住・在勤 先着100人（申込不
要） 松戸市在宅医療・介護連携支援セ
ンター☎701－7533

野鳥観察会（21世紀の森と広場）
10/13㈯8時30分新京成常盤平駅改

札集合、11時30分ごろ現地解散〔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

市民講座「『知』と出会い人とつながる～
図書館で生まれるコミュニティ～」
10/13㈯13時50分～16時30分（13時

30分開場） 市民会館 昭和女子大学名
誉教授・大

おお

串
ぐし

夏
なつ

身
み

氏、県立長野図書館館
長・平賀研也氏、市教育長によるトー
クセッション 先着80人
※手話通訳・要約筆記あり。
10/8㈷までに、電話また

は申し込みフォームで市立図
書館☎365－5115へ

手賀沼流域フォーラム「生き物のふしぎ
を体験しよう！」
10/14㈰①10時30分～12時②13時

30分～15時 我孫子市生涯学習センタ
ー「アビスタ」 ①迷路でダンゴムシレ
ース大会②手作り紙飛行機飛ばし大会
①科学ジャーナリスト・柴田佳秀氏②

我孫子市鳥の博物館学芸員・斉藤安行氏
①5歳以上②小学生以上の子と保護

者 先着①50人②100人 9/16㈰か
ら、Eメールに午前・午後・全日の希望、
参加者全員の氏名、住所、電話番号、
子どもの年齢・学年を記入して、同フ
ォーラム teganumaforum@yahoo.
co.jpへ

子育てママ合同会社説明会 inまつど
10/16㈫10時～12時30分（9時30分
受け付け開始） 松戸商工会議所（松戸
駅下車） ハローワーク松戸マザーズコ
ーナー☎367－8609（部門コード43#）

まつど創業塾〔全8回〕
10/19～12/14の㈮（11/23㈷を除く）
各18時（12/14は17時）～21時 松戸商
工会議所（松戸駅下車） 先着40人 電
話で同会議所☎364－3111へ

こども発達セミナー「運動発達が気にな
るお子さんについて～筋疾患を中心と
して～」
11/1㈭10時30分～12時 ふれあい

22 国立精神・神経医療研究センター
臨床研究推進部長・小牧宏文氏 先着
120人 10/25㈭〔消印有効〕までに、
ふれあい22で配布または市ホームペー
ジでダウンロードした申込用紙を郵送
またはFAXで、〒270－2218松戸市五香
西3の7の1　健康福祉会館 383－5522
（☎383－0022）へ

会議
公共施設再編整備推進審議会
10/5㈮9時から 市役所新館7階大会議室傍聴定員 先着10人（8時50分まで受け付

け） 公共施設再編課☎701－5217

地区意見交換会
　各地区で開催され、町会・自治会長等の皆さんと市長が懇談します。傍聴を希望
する人はお申し込みください時間 各14時～ 16時（小金地区のみ13時30分～15時
30分） 各締め切りまでに、電話で各傍聴申し込み先へ

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（記載がないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先

掲 示 板

市ホームページ

日程 地区 会場 傍聴申し込み先 締め切り
10/  9 ㈫ 五香松飛台 五香市民センター 六実支所☎ 385－0113 10/  3 ㈬
10/10 ㈬ 小金 小金市民センター 小金支所☎ 341－5101 10/  4 ㈭
10/16 ㈫ 常盤平 常盤平市民センター 常盤平支所☎ 387－2131 10/11 ㈭
10/19 ㈮ 新松戸 新松戸市民センター 新松戸支所☎ 343－5111 10/16 ㈫
10/24 ㈬ 矢切 二十世紀が丘市民センター 矢切支所☎ 362－3181 10/19 ㈮
10/26 ㈮ 馬橋 馬橋東市民センター 馬橋支所☎ 345－2131 10/23 ㈫
10/29 ㈪ 六実六高台 六実市民センター 六実支所☎ 385－0113 10/24 ㈬
11/  2 ㈮ 本庁 市民会館 市民自治課☎ 366－7318 10/30 ㈫
11/  5 ㈪ 常盤平団地 常盤平市民センター 常盤平支所☎ 387－2131 10/31 ㈬
※この他の6地区は、7月・8月に開催済みです。

申し込み
フォーム



9月30日㈰13時～14時50分（12時30分開場）　会場市民劇場ホール　内容式典、落語（柳
やなぎ
家
や
花
かっ
飛
とび
）、

マジック（ブラック嶋田）、音楽（三
さえぐさ
枝俊

しゅん
治
じ
アルチジャナーレクインテット）　

※ロビーで体験コーナーあり（12時～12時50分）

文化ホール、戸定邸、松雲亭（戸定が丘歴史公園内）
行事名 日時 会場 団体名 問い合わせ

写真展（光
こう
彩
さい
･天
てん
地
ち
人
じん
） 10/30㈫～11/4㈰各10:00～18:00
（初日は13:00 から、最終日は16:00
まで）

文化ホール
松戸文化写真会 渡辺☎367－0932

書道展
松戸市書道連盟 加藤☎080－5435－2337
瑞
ずい
松
しょう
書道会 林☎03－3627－3411

菊
きく
花
か
大会 10/31㈬～11/11㈰各9:30 ～17:00

（入館は16:30まで）
戸定邸（入館
料が必要） 千

せん
松
しょう
菊花会 古

こ
宮
みや
☎392－0489

いけばな展 11/  2㈮～4㈰各10:00 ～18:00
（最終日は16:00まで） 文化ホール 松戸華道協会 石原☎343－2398

茶会（有料） 11/  3㈷10:00 ～15:00 松雲亭 松戸茶道会 同会事務所☎368－0020

盆栽展 11/  3㈷・4㈰各10:00 ～18:00
（最終日は16:00まで） 文化ホール 日本盆栽協会松

戸支部 安
あ び こ
孫子☎090－3210－9312

市民会館
行事名 日時 会場 団体名 問い合わせ

小唄演奏会 10/21㈰13:00 ～16:00 音楽室 松戸小唄会 杉山☎315－4087

舞踊大会 10/28㈰10:00 ～17:30 ホール 馬橋芸能連合会 大石☎342－7948
11/  3㈷10:00 ～17:30 ホール 松戸舞踊連合会 渋谷☎090－2218－9532

洋蘭展 10/31㈬～11/3㈷各9:30～17:00
（初日は12:00から、最終日は16:00まで）2階ロビー 松戸蘭友会 中野☎04－7182－4878

マジックフェスティバル 11/  4㈰13:00 ～15:40 ホール 松戸奇術会 岩田☎388－2783
短歌大会 11/10㈯13:00 ～17:00 301会議室 松戸短歌会 塩入☎391－5016
松戸市民謡連盟大会 11/11㈰  9:30 ～19:30 ホール 松戸市民謡連盟 宮澤☎090－3001－4030
吟詠の集い 11/18㈰  9:30 ～17:00 ホール 松戸市吟詠連盟 小池☎04－7182－2261

日本舞踊大会 11/23㈷11:00 ～18:00 ホール 松戸芸能会 渋谷☎04－7158－5755
日本舞踊同好会 村山☎363－9808

文化会館（森のホール21）
行事名 日時 会場 団体名 問い合わせ

フラダンスの集い 10/21㈰13:00 ～16:30
（12:30開場） 小ホール 松戸ハワイアンフラ協会 蜷

にな
川
がわ
☎388－7365

松戸市合唱祭 10/27㈯12:00 ～16:30・
　　28㈰11:00 ～19:00 大ホール 松戸市合唱連盟 加藤☎384－6079

日本古典舞踊公演 10/28㈰11:30 ～18:00
（11:00開場） 小ホール 松戸日本古典舞踊連盟 小沼☎368－9583

俳句大会 11/  3㈷13:00 ～17:00
（11:00～12:30受け付け）

レセプション
ホール 松戸市俳句連盟 村田☎387－1020

市民社交ダンスパーティー 11/  4㈰12:00 ～16:00 レセプション
ホール 松戸市社交ダンス協会

宮澤☎090－3001－4030
※10/1㈪10:00から文化ホール窓口で無料配布する入場整理券が必要（先着150人、1人6枚まで）
話し方フェスティバル 11/10㈯13:00 ～17:00 大会議室･和室 松戸市話し方連盟 高瀬☎341－0012

市民劇場
行事名 日時 会場 団体名 問い合わせ

大正琴ミュージックコンサートin東葛 10/19㈮13:00 ～16:00 ホール 大正琴連盟 小島☎388－4574
読書会 10/28㈰14:00 ～16:30 第2・第3会議室 松戸読書会 小田島☎363－0121

邦楽演奏会（小唄・長唄・舞踊・尺八） 11/10㈯13:00 ～17:00
（12:30開場） ホール 松戸邦楽会 山本☎386－5726

文化講演「村と百姓の江戸時代（講師
一橋大学教授・渡辺尚志氏）」、
伝統芸能「櫻川流　江戸芸かっぽれ」他

11/11㈰13:00 ～16:00 ホール 松戸史
し
談
だん
会 松田☎342－1764

囲碁大会 11/18㈰  9:00 ～16:30 第2・第3会議室 松戸市囲碁愛好会 三
さえぐさ
枝☎367－8041

秋の謡
うたい
と仕

し
舞
まい
の会 11/23㈷  9:45 ～17:30 ホール 松戸謡曲連盟 加藤☎347－0458

オープニングセレモニー・
文化祭70周年記念式典

文化が香るまち“まつど”第70回松戸市文化祭 生涯学習推進課☎367－7810
　松戸市文化団体連盟・加藤☎080－5435－2337

稔台市民センター（稔台文化祭）
日時 内容

10/27㈯  9:00 ～17:00・
　　28㈰  9:00 ～16:00 書道・盆栽

10/28㈰10:00～16:00 音楽祭
11/  3㈷  9:00 ～17:00・
　　　4㈰  9:00 ～16:00

油絵・書道・版画・墨彩画・かな書道・
華道

11/ 3㈷ 9:30 ～19:00 囲碁大会〔費用1,500円（弁当あり）〕
11/ 3㈷10:00～15:00 茶道（さつき会）
11/ 4㈰10:00 ～15:00 茶道（雪

ゆき
間
ま
の会）

11/  4㈰10:30 ～12:00 太極拳
11/ 5㈪13:30 ～15:30 童謡の会
11/10㈯  9:00 ～17:00・
　　11㈰  9:00 ～16:00

稔台フレンドクラブ （水墨画・実用
書道・シャレモジ）

稔台文化団体連絡協議会・濱野☎363－4961

小金市民センター（小金文化祭）
日時 内容

① 10/27㈯・28㈰
各10:00 ～16:00

新舞踊・唄・大正琴・ハワイアン
フラ・詩吟・詩

し
舞
ぶ
・絵画展・押花

絵展・手描友禅展・絵手紙展

②

11/  3㈷・4㈰
各10:00 ～16:00

刺
し
繍
しゅう
･書道･押花アート･押絵･華

道･墨絵･詩
し
意
い
画
が
・創作折りづる・

鉄道模型を走らせる会
11/  3㈷10:00 ～12:30 松戸気功協会
11/  3㈷10:00 ～15:00 茶道部（有料）
11/  3㈷13:30 ～16:00 歌声コーナー
11/  4㈰10:00 ～16:00 日本舞踊・神

か ぐ ら
楽太鼓

11/  4㈰17:30 ～20:30 社交ダンス
①小金芸術同好会・佐藤☎344－5914

　②小金文化団体遊
ゆう

心
しん

会・木
き
部
べ
☎341－7521

常盤平市民センター（①ときわ平地区文化祭②③④常盤平文化祭⑤さつき展）
日時 内容

① 10/28㈰10:00 ～16:00
舞台 日本舞踊・安

やす
来
ぎ
節
ぶし
・かっぽれ・和太鼓・エイサー・カラオケ・フラダンス・

ベリーダンス
展示 山

さん
野
や
草
そう
・竹細工・手芸小物・書道・紙細工他

② 11/  2㈮～4㈰各10:00～17:00 
（最終日は16:30まで） 展示 華道・書道・絵画・陶芸・手編み・洋裁・刺

し
繍
しゅう
・話

わ
道
どう
・マクラメ・紅

びん
型
がた
染
ぞめ
・

手造りの会　※全て体験可
③ 11/  3㈷10:00 ～15:00 茶席 お茶会（有料）・添

そえ
釜
がま
　※全て体験可

④ 11/  4㈰13:00 ～16:00 舞台 話し方・筝
そう
曲
きょく
・吟詠・ブックトーク・ファッションショー（洋裁・編み物）

⑤ 11/10㈯11:00 ～16:30・
　　11㈰  9:00～16:00 展示 さつき

①ときわ平地区文化会・秋山☎389－7501②常盤平文化連合会・塚元☎384－0979③同連合会・大内☎385－
2406④同連合会・小林☎386－3710⑤松戸さつき会・小松☎349－1566

小金原市民センター（小金原文化祭）
日時 内容

11/2㈮10:00～17:00・
　  3㈷10:00～16:00

パッチワークキルト・木彫り・手編み・
水墨画・楽しい絵手紙・思い出の内外
写真集・身近な花たちのフラワーデザ
イン・油絵

小金原文化の会・安達☎343－6898

新松戸市民センター（新松戸文化祭）
日時 内容

10/27㈯10:00～17:00・
　　28㈰10:00～16:00

編み物・生け花・押花・茶会（有料）・
レース・革工芸・ステンシル・吊

つる
し飾

り・茶
さ
道
どう
具
ぐ
の仕

し
覆
ふく
・アッセンデルフ

ト・アート盆栽・古
こ
布
ふ
バッグ・手織り・

版画・ホットリボン・ちぎり絵・古布
細工他

ゆうかり手工芸文化の会・久保☎342－3862

矢切公民館（文化祭）
日時 内容

11/1 ㈭～4 ㈰
各10:00～16:00
（最終日は15:00まで）

書道・ペン習字・洋画・日本画・陶芸・
七
しっ
宝
ぽう
焼
やき
・鎌倉彫・茶道（有料）・俳句

生涯学習推進課☎367－7810

青少年会館（文化祭&青年フェスティバル）
日時 内容

11/3㈷10:00～16:00
演劇・吹奏楽・ヒップホップ・チアダ
ンス・手

しゅ
具
ぐ
体操・こどももの作りコー

ナー・模擬店他
青少年会館☎344－8556

平成31年松戸市成人式（平成31年1月14日㈷開催）は、午前・午後の二部制（原則として住所地の中学校区別）になります。　問社会教育課☎366－7462

地区 日時 会場 問い合わせ

本庁 11/4 ㈰ 9:00 
〔小雨決行、雨天中止〕 南部小学校 本庁地区社会福祉協議会

☎ 368－0547

明第 1 10/20 ㈯ 8:30 
10/21 ㈰ 運動公園陸上競技場 地区長・関☎ 363－1727、

☎ 080－6807－9506

明第 2東 11/3 ㈷ 8:30 
11/4 ㈰ 運動公園陸上競技場 明第 2東地区社会福祉協議会

☎ 360－2122

明第 2西 11/3 ㈷ 8:30 
11/23 ㈷ 古ケ崎小学校 明第 2西地区社会福祉協議会

☎ 367－7727

矢切 10/7 ㈰ 8:00 
10/8 ㈷ 柿ノ木台小学校 地区長・篠田☎362－9774、

☎ 090－5771－ 3374

東部 10/7 ㈰ 8:30 
10/21 ㈰ 第五中学校 地区長・渡

わたなべ
部☎ 090－3228

－9897
馬橋 10/21 ㈰ 8:30 

10/28 ㈰
第三中学校 
八ケ崎小学校 飯盛☎ 090－2756－1826

常盤平 10/21 ㈰ 9:30 
10/28 ㈰ 金ケ作小学校 小嶋☎ 387－3310

地区 日時 会場 問い合わせ

五香・松飛台
10/28 ㈰ 10:30 
〔卓球のみ雨天決行〕 
※歩こう会のみ11/4㈰

松飛台第二小学校 
卓球のみ同校体育館

で実施。他は別途連絡。
遠藤☎ 387－4272

六実・六高台 10/7 ㈰ 9:00 
10/8 ㈷ 六実中央公園 山川☎ 387－3167

常盤平団地 10/21 ㈰ 10:00 金ケ作公園 
常盤平第一小学校 山根☎ 388－9367

小金 10/8 ㈷ 9:00 
〔小雨決行、雨天中止〕小金北中学校 嶋根☎ 341－0840

小金原 10/7 ㈰ 9:30 
10/8 ㈷ 根木内中学校 小金原地区社会福祉協議会

☎ 348－7115

新松戸 10/21 ㈰ 9:00 
〔雨天中止〕 横須賀小学校 地区長・渡辺☎ 090－4822

－4574

馬橋西 10/7 ㈰ 9:00 
10/8 ㈷

旭町小学校 
同校体育館 山田☎ 344－8770

松戸市制施行75周年記念
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9月20日㈭に、松戸市ごみ減量作戦特別号リサイクル通信を発行します。　問廃棄物対策課☎704－2010

東部地区 東松戸まつり 東松戸ゆいの花公園 結いの花まつり

会場東松戸中央公園（東松戸駅下車徒歩5分）　
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
内容ブラスバンド演奏、フラダンス、
各種屋台、フリーマーケット他
同まつり実行委員会

　☎090－6527－9348

みんなで咲かせよう「結いの花」（花植え）
10時から　定員先着100人　費用無料
ハーブ講座・好きな香りでサシェ作り 要申込
10時から、11時から　講師松戸ハーブボランティ
ア・渡辺雅江氏　定員各先着15人　費用各100円
電話で同公園管理センター☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

へ
押し花のオリジナルコースター作成講座
13時～15時（14時45分まで受け付け）　講師結い
の会　持ち物写真（あれば入れたものを作成可）　費
用1枚100円　※申し込み不要。所要時間15分程度。

※花の苗の販売やスタンプラリーなどもあります。
公園緑地課☎366－7380

　街角に素
す

敵
て き

な音楽が流れる「音楽の街、松戸」をテーマに、子どもから大
人まで楽しめるイベントを開催。秋の夕暮れのひとときを松戸で過ごしま
せんか。
日時9月22日㈯15時～19時〔雨天中止〕　会場旧伊勢丹松戸店前プラザ広場
内容グランドピアノの生演奏、ジャズライブ、市内飲食店の出店、キッチ
ンカー、金魚すくい、ヨーヨーつり、楽器音楽体験他
松戸商工会議所☎364－3111

「MATSUDO WONDER！ 2018」って？
　市では今年度、松戸駅周辺の中心市街地にさらなる賑

に ぎ

わいを生むため、
「中心市街地緊急活性化事業」としてさまざまなイベントを開催してき
ましたが、皆さんにもっと親しみを持って参加してもらえるよう期待を
込め、事業名を「MATSUDO WONDER！ 2018」に改めました。
　新しいキャッチコピーは「松戸をもっと、おもしろく。」です。
　観

み
て楽しい・参加して楽しい・印象に残るイベントを企画中。次回を

お楽しみに！
商工振興課☎711－6377

都市型介護予防モデル「松戸プロジェクト」とは
　「通いの場」などの住民活動への参加が介護予防に与える効果を検証
し、都市型介護予防モデルの確立を目指す研究で、市と千葉大学予防医
学センターの共同プロジェクトです。

　次世代を担う高校生たちが、命の大切さを学ぶ機会として、乳幼児との
ふれあい体験を実施します。日頃、乳幼児と接する機会が少ない高校生た
ちに、貴重な時間を提供してくださる親子を募集します。お子さんにとっ
てもいろいろな人と触れ合う体験になります。ぜひご参加ください。

内容抱っこやおんぶ、ふれあいあそび等　対象おおむね生後5カ月～1歳6
カ月未満の乳幼児と保護者　定員各日25組程度　持ち物母子健康手帳、エ
コー写真（持っている人）、おもちゃ、おむつ等
①9月28日㈮②10月16日㈫までに、応募申込書をEメールまたは FAX

で子どもわかもの課  mckowaka@city.matsudo.chiba.jp、 366－
7473（☎366－7464）へ
※応募申込書は子どもわかもの課、各おやこDE広場・子育て支援センター等
で配布する他、市ホームページでダウンロードできます。

トワイライトC
カ フ ェ

afe　
～松戸 オータム音楽祭～

高校生と赤ちゃんのふれあい体験参加親子募集 要申込

要申込

会場松戸市文化ホール
　暮らしに役立つ情報を楽しく学べます！出展団
体のパネル展示・実演の他、ちびっ子スタンプラ
リーや毎年恒例の消費者クイズなども同時開催。
子どもから大人まで夢中になれるものばかりです。
講演会
「エシカル消費って何？～みんなが幸せになる消費の仕方を考えよう～」　要申込
10月5日㈮14時30分～16時
講師（一社）日本エシカル推進協議会理事・原田さとみ氏　定員先着40人　費用無料
9月18日㈫から、電話で同課☎366－7329へ

松戸市消費生活展

くらしフェスタ松戸
内容 出展団体

高校生とお菓子の関係 市立松戸高校ホームプロジェクト部

松戸市の食を知ろう 聖徳大学児童学科祓
はらい
川
かわ
ゼミ

☆主役はあなた　食卓の安全 食の安全安心を考える市民の会

世界に誇る和食を知ろう 生活協同組合コープみらい千葉県本部

お米を知っておいしく食べよう！ 生活クラブ生活協同組合・松戸プリムラの会

裁判と生活とのかかわり 松戸検察審査協会

SOS～知っておいて損はない～ R
アール
K
ケー
U
ユー
ファイヤーファイターズ

今よりもっとごみ減量 松戸市消費者の会

地球にも人にもやさしい暮らし方 NPOせっけんの街

廃食用油回収してBDFへ NPO松戸エコマネー「アウル」の会

耐震は重要、壊れたら大変だ NPOすまいの応援団

キャッシュレス社会とは？ 消費生活モニター

松戸市制施行75周年記念

会場 日時
① 県立松戸六実高校剣道場   10/10 ㈬ 11:50 ～ 12:40

②
県立松戸南高校柔道場

  10/23 ㈫   9:30 ～ 10:15
  10/24 ㈬ 11:10 ～ 11:55
  11/  2 ㈮   9:30 ～ 10:15

市立松戸高校柔道場   10/30 ㈫～
  11/  1㈭

  9:45 ～ 10:35 
10:45 ～ 11:35 
13:20 ～ 14:10

※複数回の参加歓
迎（1回のみでも可）

松戸市制施行75周年記念

市民会館プラネタリウム室

10月星空観望会「土星・火星を見よう」要申込  
10月13日㈯18時～20時　内容プラネタリウムで星空解説後、屋外で天体
望遠鏡を使った星空観望（雨天・曇天の場合はプラネタリウムのみ）　
定員先着80人（中学生以下は保護者同伴）　費用無料
9月16日㈰から、電話で同館☎368－1237へ

敬老の日特別投影 
9月17日㈷10時30分、13時30分、14時30分、15時30分（各回約30分）
内容なつかしい松戸の風景と松戸に伝わる昔話「子

こ

和
わ

清
し み ず

水」　定員各回先着
80人　費用50円（中学生以下と 65歳以上は無料。年齢確認ができる物の提
示が必要）
投影開始30分前から同館2階（☎368－1237）で受け付け

松戸プロジェクト「通いの場」交流会
　住民主体で元気づくりの活動をする「通いの場」に関わっている皆さん、
今後の活動に弾みをつけるため、さまざまな参加者と情報共有しませんか？
まだ活動していないが興味があるという人も大歓迎！ぜひお越しください。
日時9月22日㈯14時～16時30分（13時45分開場）　会場千葉西総合病院
アネックス館　内容ワークショップ、講演会　講師千葉大学予防医学セン
ター教授・近藤克則氏　定員先着200人
電話または FAX・Eメールに団体名（あれば）・氏名（ふりがな）･電話番号を

記入して、高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343、 366－
0991、  mckaigoyobou@city.matsudo.chiba.jpへ
同交流会実行委員会・菊

きく

谷
たに

☎090－7234－2795

展示10月6日㈯10時～17時・7日㈰10時～16時

松戸市制施行
75周年記念

10時～15時8時30分～15時30分

都市型介護予防モデル

●広報まつど　2018年（平成30年）9月15日

5

同日開催
9月29日㈯
〔雨天時は翌日に順延〕



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320円など。個
別入館券一般250円（戸定邸）、150
円（歴史館）など
◆館長ギャラリートーク
9/22㈯・23㈷ 各13 :30～
14:00
会場展示室　内容光と影による
階調を生かした徳川昭武の作品
について解説（申込不要）
◆夏季展「フォトグラファー　
徳川昭武」
9/24㉁まで

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

以下の人は、博物館と戸定歴史館は観覧無料●中学生以下 ●市内在住の70歳以上（博物館のみ）●身体障害
者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている人とその人1人につき付き添いの人1人

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）、くん蒸期間、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。
◆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）
◆松戸市制施行75周年・開館
25周年記念特別展「ガンダー
ラ～仏教文化の姿と形～」
9/22㈯～11/25㈰
※詳細は1面をご覧ください。

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）

◆ミニ写真展（第3期）タイムト
ラベル松戸1974「街にデパー
トができた頃Ⅲ」
10/2㈫～12/27㈭
会場常設展示室内、主題展示室
前　内容昭和30年～63年ごろ
に市内で撮影された街角の写真
費用常設展観覧券が必要
◆松戸の歴史をさぐる～近現
代編3～「幕末維新期の松戸」
〔全3回〕
10/28㈰、11/4㈰・18㈰
各10:00～11:30
会場実習室　講師同館学芸員　
定員30人（抽選）　費用無料　
10/11㈭〔必着〕までに、往復

はがき（1人1枚）に郵便番号・
住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
返信用宛名を記入して、「10/28
松戸の歴史をさぐる」係へ

開館時間…9:00～16:30
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。
◆ハロウィンを楽しむフラワー
アレンジメント
10/6 ㈯10:00 ～11:30
講師フラワーアレンジメント体
験サービス・
宮田伸弘氏
定員先着24人
費用1,000円
◆自然観察入門～花から実が
できるまで～
10/8 ㈷10:00～11:30
講師自然解説員・加藤裕一氏　
定員先着20人　費用無料
◆植物ウオッチング　秋の植物
観察会
10/13 ㈯10:00～11:30
講師自然解説員・畑川芳

よし

弥
や

氏　
定員先着15人　費用無料
◆自然観察入門講座〈秋編〉
～旅するタネと秋の虫たち～
10/14 ㈰10:00～15:00
講師東葛しぜん観察会　定員先
着25人　費用無料
◆平日バードウオッチング～飛
来し始めた冬鳥たち～
10/23 ㈫10:00～11:30
講師自然解説員・金子雅幸氏　
定員先着20人　費用無料

戸定歴史館
☎362－2050

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
◆松戸市小中学校理科作品展
9/16㈰まで
指導課☎366－7458

◆ファミリー・フォト・グルッ
ペ写真展
9/19 ㈬～23 ㈷
中島☎04－7176－0551

◆松戸あひる会絵画展
9/25㈫～30㈰
栗山☎090－7705－9448

文化ホールギャラリー
☎367－7810

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※申し込みのないものは当日会場で。
※スポーツ推進委員主催。
●軽スポーツ教室（グラウンド・
ゴルフ、ソフトバレーボール）
9/23 ㈷ 9:00～12:00　会場常
盤平第一小学校　 小暮☎090
－4012－7686
●バドミントン教室（初級・中級）
第4金曜9:00～11:00　会場柿
ノ木台公園体育館　費用1回500
円　 前日までに、電話で坂平
☎366－3432へ
●①カローリング教室②卓球教室
10/7㈰ 9:00 ～12:00　会場小
金南中学校　対象市内在住の小
学生以上　定員先着①30人②
20人　 堀☎344－1735

運動公園
☎363－9241

◆ヨガ教室①やさしいヨガ②
パワーヨガ
9/17㈷・24㉁、10/1㈪・8㈷・

◆博物館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

9
月
〈珠玉の仏教美術 5〉「仏教伝来と聖徳
太子～飛鳥・白鳳時代～」〈45分〉

10
月
〈知の回廊　第78回〉「ギリシアから日
本に来た神々」〈30分〉

午前11時の名画座
11:00

9
月
〈ふるさとの伝承 10〉「田の神に語る
～奥能登の農の心～」〈40分〉

10
月
〈アレクサンドロス大王と東西文明 第
3話〉「神々のはるかな旅」〈30分〉

土日祝のキッズシアター
（土・日曜、祝日）13:15
※9/30㈰、10/14㈰・
28㈰を除く

9
月
アニメ〈ふるさと再生 日本の昔ばなし〉
「尻鳴りべら」他2話〈25分〉

10
月
アニメ〈ふるさと再生 日本の昔ばなし〉
「風の神と子供たち」他2話〈25分〉

古ケ崎スポーツ広場出入口ゲートの開放時間は、10月1日から平成31年3月31日まで、7時30分から17時になります。 問スポーツ課☎703－0601

15 ㈪ 各①10:00～10:50 ②
11:00～11:50　会場武道館　
対象18歳以上　定員各先着20
人　持ち物上履き　費用1回
500円　 当日会場で

　皆さんご存じのとおり、今の日本は超高齢化社会になってきています。そ
れに伴い多くの問題が山積みになっています。膨大な医療費、介護、労働者
人口の減少…。いろいろな問題がありますが、超高齢化社会において認知症
はより身近で重要な課題です。ここでは歯科と認知症との関わりについて考
えてみたいと思います。
　認知症は、脳血管障害による血管性認知症、脳萎縮に伴う変性性認知症、
非アルツハイマー型認知症、二次性認知症に分けられます。また、アルツハ
イマー病、レビー小体型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症を四大認
知症と呼びます。よく耳にするアルツハイマー病は、変性性認知症の一つです。
　歯科における主な疾患は、歯周病とむし歯です。歯を失う原因も、この2
つが大きな割合を占めています。歯周病に関しては、近年の研究でアルツハ
イマー型認知症との関係が挙げられています。歯周病菌由来の毒素が、神経

歯科と認知症について
あなたの健康 203 障害性または血管障害性の認知症に深く関与するのではないかといわれてい

ます。
　さらに、歯周病やむし歯により歯を失うと、当然摂食や咀

そ

嚼
しゃく

に問題が生じ
てきます。 “しっかりと食事をする”ということは認知症の予防策として重要
ですが、歯がないと食べるものが偏り、栄養のバランスを欠くことになりま
す（もちろん歯がしっかりしていても、好き嫌いで偏りがあってはよくありま
せん。バランスよくしっかり食べましょう）。また、よくかむ・かめるということ
は、それ自体が脳への刺激となり、脳機能の活性化につながっていくのです。
アルツハイマー型認知症の予防策としては、脳の活性化がとても重要です。
　つまり、口

こう

腔
くう

機能が維持されているときちんと食事ができ、しっかりとし
た栄養補給ができます。それに伴い日常の活動能力が向上し、運動などへ
とつながります。さらにそれが食欲増進や脳機能の活性化へとつながり、
非常に良い連鎖が生じてきます。歯周病やむし歯、歯の欠損などがあった
としても、それらをマイナスに捉えず、しっかりと治療して口腔機能を回復
していけば、認知症のリスクは軽減できます。健康なお口で最良な食生活
を送り、さらなる健康増進を図りましょう。

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

◆外来種ってなんだろう？
10/28 ㈰10:00～11:30
講師自然解説員・高橋紘輝氏
対象小学生以上　定員先着25
人　費用無料

◆松戸市小中学校観光絵画展
10/6㈯・7㈰
文化観光国際課☎366－7327

◆松戸市消費生活展
10/6㈯・7㈰
消費生活課☎366－7329

◆MOA美術館作品展
10/13㈯・14㈰
滝澤☎727－1808

千葉県内で風しんが流行しています
　風しんを疑う症状が出た場合は、周囲への感染を防ぐため、必ず事前に
医療機関に連絡し、指示に従って受診してください。特に、妊娠を希望する
女性や30歳代から50歳代の男性等で、予防接種を受けていない人や接種
歴・罹

り

患
かん

歴が不明な人は、かかりつけ医等に相談の上、抗体検査や予防接
種を検討してください。
健康福祉政策課☎704－0055
総合医療センター小児脳神経外科は、9月21日㈮・28日㈮に
休診します
同センター☎712－2511（代表）

がん患者・家族「緩和ケア教室」
9月28日㈮14時～15時（13時45分開場）　会場総合医療センター8階特別
カンファレンス室　内容医療用麻薬の正しい知識　定員先着15人　費用無料
同センターがん診療対策室☎712－2511（内線1025）

まつど健康マイレージ付与… 要申込

要申込

市民公開講座「歯周病を知ろう:歯周病と糖尿病の関係と歯周
組織再生療法」
10月14日㈰10時～11時40分　会場市民劇場　講師日本大学松戸歯学部歯周
治療学講座教授・小

お

方
がた

頼
より

昌
まさ

氏　対象市内在住　定員先着300人　費用無料
10月5日㈮までに、電話で松戸歯科医師会☎368－3553（月・火・水・金曜

10時～17時）へ
認知症予防教室～食について考える～〔全3回]
10月①17日㈬②23日㈫③30日㈫各10時～12時　会場馬橋市民センター　
内容①講義②献立作り③調理　対象全回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
電話で馬橋西高齢者いきいき安心センター☎711－9430へ
まつど健康マイレージの応募ボックスを増設しました

八ケ崎・稔台・古ケ崎・松飛台各市民センター、運動公園武道館、
柿ノ木台・小金原・常盤平各体育館

　市役所、各支所内の市民健康相談室、各保健福祉センターの応募ボック
スもこれまでどおり利用できます。詳細は市ホームページをご覧ください。
健康推進課☎366－7486

増設場所

市ホームページ
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●詩吟を楽しむ会〔全6回〕
9/19～10/24の㈬10時～12時 小

金北市民センター 100 円 電話で翔
龍会・牧野☎090－5791－3834へ
●健康体操教室
9/21㈮14時～15時30分 青少年

会館 60 歳以上の女性 先着5人
500円 電話でさわやか体操クラブ・関
戸☎344－0376へ
●俳句初心者講座「望月百代先生の自
分史としての俳句」
9/22㈯13時～15時 市民会館 電

話で夏日俳句会・間
ま な べ

部 ☎345－4574へ
●よこすかウインドアンサンブル吹奏
楽コンサート
9/24 ㉁ 14 時～16時 森のホール

21 ウエスト・サイド・ストーリー、キャ
ンディード序曲などのアメリカ音楽 同
楽団・渋谷☎090－6037－3673
◆十五夜雅楽～月を愛

め

で雅を楽しむ夕
ゆう

べ～
9/24 ㉁18時から 春雨橋親水広場
東葛雅楽会・安藤☎362－3544
●森で楽しむ音楽会（コカリナ・オカリ
ナ・ウクレレの演奏）
9/30 ㈰12時30分～15時〔雨天中

止〕 囲いやまの森（新京成常盤平駅下

車） 松戸里やま応援団一
いっ

起
き

の会・佐竹
☎090－9812－5614
●かっぽれ踊り〔全3回〕
10/1㈪・8 ㈷・15 ㈪ 各13時～15時
小金原市民センター 3,000円

電話でカッポレ愛好会・福田☎344－
5695へ
●グループKスケッチ研修会（水彩画）
〔全3回〕
10/2 ㈫・3 ㈬・6 ㈯各10 時～12時
東漸寺 水彩道具（持っている人）

同会・二
に

瓶
へい

 ☎349－0834（昼間のみ）
●松戸宿の“今”を歩く（赤

あか

圦
いり

樋
ひ

門
もん

・松
戸本陣跡他）
10/2㈫13時松戸駅東西連絡通路集

合、16時解散〔雨天時は翌日に順延〕
300円 松戸史跡マップ研究会・溝

みぞ

渕
ぶち

☎
387－3902（昼間のみ）
◆司法書士法律相談会
10/3 ㈬10時～15時 市役所1階連

絡通路 直接会場で 千葉司法書士会
松戸支部☎711－8932
●小学生ソフトテニス体験会
10月の㈰ 9時～11時 栗ケ沢公園

庭球場 小学1年～5年生 小金原ソ
フトテニスクラブ・森☎090－2488－
1327

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）※記載がないものは無料　 …申し込み先　 …問い合わせ先

●第10回記念松戸市武術太極拳フェス
ティバル
10/7㈰ 9時45分～17時 運動公園

体育館 松戸市武術太極拳連盟・熊谷☎
392－1902
●松戸将棋大会
10/7㈰10時～16時30分 金ケ作自

治会館 1,500 円 FAXで日本将棋連
盟松戸支部・佐藤 389－7192へ
◆新松戸健康体操教室〔全2回〕
10/27㈯、11/10 ㈯各10時～11時30

分 新松戸中央総合病院 70歳未満
先着20人 電話で同病院地域医療推進
室☎345－1111へ
●秋季ソフトテニス大会（体育祭）
11/3 ㈷8時10分受け付け 栗ケ沢

公園庭球場 男女クラス別の部、年齢別
の部、中学生の部 市内在住他 1チー
ム3,000円（中学生2,000円） 10/17
㈬までに所定の振込用紙で 松戸市ソ
フトテニス連盟・藤井☎090－4014－
9753

要申込

地域福祉セミナー
9月28日㈮13時30分～16時30分　会場市民会館　内容①基調講演「我が
国の感染症対策について」「新型インフルエンザ対応と国際感染症対策」②シン
ポジウム「松戸市の感染症の現状と対策」　※手話通訳・要約筆記あり。　
講師①厚生労働省結核感染症課長・三宅邦明氏、内閣官房国際感染症対策調
整室・長谷川学氏　対象市内在住の人または福祉関係者　定員先着1,200人　
費用無料
当日会場で
同協議会☎368－0503

在宅福祉サービスの担い手募集！
ふれあいサービス基礎研修・訪問型元気応援サービス実施者
研修〔全3回〕
10月16日㈫・23日㈫・30日㈫各9時～16時30分　会場同協議会　対象全
回参加できる市内在住・在勤の20歳以上　定員先着40人　費用無料
電話で同協議会ふれあいサービス☎368－2941へ

同協議会常勤職員採用試験
筆記10月21日㈰面接11月18日㈰各9時30分から　
会場同協議会　募集人数若干名
同協議会ホームページをご覧の上、9月21日㈮まで
同協議会☎368－0503

まつどファミリー・サポート・センター
①育児支援提供会員基礎研修会②出生直後支援事業提供会
員研修会〔各全2回〕
①10月23日㈫・24日㈬②11月1日㈭・2日㈮各9時30分～16時30分　会場ゆ
うまつど　定員各先着40人　費用無料　※②のみの受講はできません。
電話で同センター☎330－2941へ

養育支援訪問事業支援員研修会〔全2回〕
10月25日㈭・26日㈮各9時30分～16時　会場ゆうまつど　対象保健師・看
護師・保育士・幼稚園教諭・小学校教諭・中学校教諭・訪問介護員等の資格を
有し、訪問による相談支援に関心がある人　定員先着40人　費用無料
電話で同協議会ボランティア推進課☎710－6686へ

要申込

要申込

要申込

（社福）松戸市社会福祉協議会からのお知らせ

同協議会ホームページ

●常盤平児童福祉館☎387－3320
※改修工事のため、12月末まで休館します。

●移動児童館☎387－3320
わくわく広場運動公園会議室木曜（4日を除く）10時
30分～11時50分　稔台市民センター金曜10時30
分～11時50分　内容体操・手遊び他　対象乳幼
児と保護者
あそぼう会 青少年会館樋野口分館火曜（9日を除く）
15時～17時　柿ノ木台公園体育館水曜15時15分～
～17時　稔台市民センター金曜15時～17時 運動
公園会議室木曜（4日を除く）15時～17時　六実市民
センター月曜（1日・8日を除く）15時～16時45分
内容ジェンガ大会、どんぐり工作、ハロウィーン
カードを作ろう、ハロウィーンパーティー　対象
主に小学生

●森のこども館☎331－1144
（21世紀の森と広場内森の工芸館）
6日㈯10時30分～12時　内容ハロウィーンパレー
ドに参加しよう！　対象乳幼児と保護者、小学生
以上18歳以下　定員先着30組

●根木内こども館☎315－2985
親子でパン作り教室6日㈯10時～12時　対象小
学生以上の子と保護者　定員先着4組（要申込）
ひょうたんの会9日㈫11時15分～12時　内容手
遊びとお話　対象乳幼児と保護者
音楽で遊ぼう10日㈬10時～11時　内容リトミッ
ク　対象乳幼児と保護者（要申込）　
おはなしあっぷっぷ12日㈮11時～11時30分　
内容パネルシアター　対象乳幼児と保護者
パティシエ教室13日㈯・27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）
ぞうさんのしっぽ16日㈫11時～11時30分　内容
歌と絵本　対象乳幼児と保護者
工作くらぶ27日㈯13時～15時　内容クリニカル
アート（立体かぼちゃ）　対象小学生以上　定員
先着10人（要申込）
●野菊野こども館☎331－1144
おやこDE広場①3日㈬10時30分～11時30分②
12日㈮11時30分～12時　内容①あかちゃん♥た
いむ（要申込）②絵本の読み聞かせ、手遊び　対象
①1歳6カ月までの子と保護者②乳幼児と保護者
中高生タイム水・金曜17時～18時、土曜（6日・20
日を除く）17時～20時　内容フリータイム　対象
中学・高校生
のぎっこひろば14日㈰13時～15時　内容こども
の国の準備をしよう！　対象小学～高校生

あつまれ！「こどもの国」へ
10月21日㈰9時30分～15時30分　会場野
菊野こども館　内容こどもの国で「働く」「遊
ぶ」「食べる」「買う」　対象①小学生②来年度
就学する子と保護者　定員先着①150人②50組
（1組につき保護者は1人のみ）　費用①200円
②子ども200円、保護者300円
①9月30日㈰10時から13時

の間に直接同館で②9月15日㈯
10時から同館ホームページで

10月 （無料）

市ホームページ

同館ホームページ

●歌謡体操
月3回㈫15時～16時 新松戸市民

センター 60歳以上の女性 先着 5
人 月2,000円 2,000円 小関☎
080－5718－2973
◆むつみクラブ（グラウンド・ゴルフ）
㈫㈯12時 30分～14時30分 六

実スポーツ広場 月200円 小林☎
090－8800－9811
◆峰

ほう

墨
ぼく

会（書道、墨彩画、絵手紙）
第1㈭10時～12時 タウンスクー

ル根木内 月2,000円 高野☎387
－7825

◆みのり太極拳（練功十八法、八段錦、
楊
よう

名
めい

時
じ

太極拳）
㈮19時～21時 稔台市民センター
月3,000円 1,000円 鈴木☎384

－8295
◆なでしこホビーサークル（洋裁他）
第1・3・4㈬10時から16時のうち3

時間 市民会館 月2,500円 1,000
円 田尻☎090－4023－6824
◆ダイヤ社交ダンスサークル
㈭15時～ 16 時30分 常盤平体

育館 月3,000円 1,000円 佐竹☎
384－3517

10月12日㈮・19日㈮各10時～12時　会場ゆ
うまつど　内容①思春期になってあわてない！
親が学ぶ子どもの健康教育②これからの子ど
もたちのキャリアを考える　講師①川島助産院
院長・川島広江氏②アスミル社会保険労務士
事務所代表・櫻井好美氏　定員先着40人　
※一時預かりあり（6カ月～小学2年生、先着
8人、要申込）
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

子どものキャリア講座〔全2回〕
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新しい友達と花火鑑賞
　今年の松戸花火大会を楽しむと同時に、私
は国際交流員として一周年の記念日を迎え
ました。市内の生活に慣れてきて、松戸市は
すっかり自分の一部になりましたが、市の魅
力をさらに発見したい、というワクワク感が
なくなることはありません。これから始まる
2年目も、今年見た花火のように華やかにな
ればと願っています。
　そして、国際チームからうれしいニュース
をお届けします。松戸市の新しい国際交流員
として、ギテレス・ハビアさんが8月1日から
着任しました！ハビアさんはアメリカのカリ
フォルニア州トーランス市から来ました。人

Watching fireworks with a new friend
This year the Matsudo Fireworks Festival marked one year since I 
came to Matsudo. Although this city has become a part of my life, 
I could not help but get excited to discover more and share my 
experience with foreign friends. I hope my second year here will be as 
stunning as this year’s fireworks. 
Continuing with the great news from international team, we would 
like to introduce Mr. Javier Gutierrez ‒ Matsudo’s new Coordinator 
of International Relations. Javier was born and raised in the city of 
Torrance, California, US. He comes to Matsudo hoping to participate 
in a lot of international and cultural exchange events with Matsudo’s 
citizens, where his public speaking skill and the ability to bring people 
together can be put to good use. In his free time, Javier enjoys cycling, 
hiking and walking. I’m sure that he soon can find for himself a place in 
Matsudo for these outdoor hobbies. 
A new friend is a door to a new world. I am excited to learn more 
from Javier’s experiences, understands his sense of values and work 
together making Matsudo a more foreigner-friendly city. Let’s do it!

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

今年の花火も素晴らしかったよ！

Matsudo City International Portal

と話すことや人々をつなぐスキルを生かし、
松戸で市民との異文化交流イベントなどに
積極的に参加することを希望しているそうで
す。時間があるときには、サイクリングやハイ
キング、散歩を楽しむというハビアさん。松戸
でも、これらの趣味を楽しめるお気に入りの
場所をきっとすぐ見つけられると思います。
　新しい友達は新世界に入る扉です。ハビア
さんの経験と価値観からたくさん学べるこ
と、そして、松戸をより外国人に優しい街に
するため、一緒に貢献できることを楽しみに
しています。頑張りましょう！

サッカーとフットサルを
日本の「文化」に
フットサル日本代表G

ゴールキーパー

Kコーチ 内
うち

山
やま

　慶
けい

太
た

郎
ろう

さん
　今年6月から7月にかけて行われた2018F

フ ィ フ ァ

IFAワールドカップロシア大会
では、サッカー日本代表が目覚ましい活躍を見せ、大きな話題となりました。
ところで今年、フットサルのアジア選手権（AFCフットサル選手権）も行われ
ていたことをご存じですか？2月に男子、5月に女子の大会が行われ、日本
代表はどちらも準優勝に輝きました。その男女両方のチームに、ゴールキー
パーのコーチとして帯同していたのが、松戸市在住の内山慶太郎さんです。
　小学生の頃に開幕したJリーグの影響でサッカーを始めた内山さんは、当
時日本代表だった川口能

よし

活
かつ

選手に憧れてゴールキーパーのポジションを選
択。フットサル人生の始まりは、社会人チームに誘われた高校時代でした。
大人に混じってフットサルのゴールキーパーとして確固たる地位を築き、日
本代表候補にも選ばれる活躍を見せます。
　転機となったのは、スペインのチームに移籍した2008年。「スペインでは、
ボールとちょっとした空間があれば、自然に人が集まってボールを蹴り始め
るんです」と話す内山さんは、競技レベルの高さの背景に、フットサルが日
常生活に浸透している文化があることを目の当たりにし、「この文化を日本
で作る立場になりたい」と思うようになったそうです。
　帰国した内山さんは、現役引退後に各種コーチのライセンスを取得し、さ
まざまなフットサルチームやスクールのコーチを経て、日本代表のコーチにま
で上り詰めました。また、市内では小学生向けのフットサルスクール、日本各
地ではゴールキーパー専門のスクールの運営も行っています。
　フットサルの魅力は、ボールにたくさん触れること。「フットサルは、サッカー
と比べてボールに触る機会が6倍多いという統計があります」と内山さんは
言います。サッカーよりもコートが
狭く、人数も少ないフットサルでは、
攻守における全ての動作を素早く
行わなければならないため、「観

み

る、止める、蹴る、運ぶ」といった
部分の細かさが求められるそうで
す。これらを鍛えるため、サッカー
チームに所属しながら、フットサルス
クールにも通う子どもも多いとの
こと。「今年のワールドカップのブラ
ジル代表の選手のうち、11人がフットサル出身でした」と教えてくれました。
　現在、内山さんは指導者としての幅を広げるため、選手時代以来となるス
ペインに滞在しています。「自分の経験を周囲に伝え、サッカーやフットサル
の発展に貢献できれば」という想

おも

いで選手と共に目指すのは、2020年に行
われるAFCフットサル選手権優勝と、FIFAフットサルワールドカップベスト8
以上。「なでしこジャパンがワールドカップで優勝したことで、女子サッカーの
知名度が大きく上がりました。世界で勝つことが、スポーツの定着の近道で
す」と語る内山さん。サッカーやフットサルが日本に文化として根付き、どの強
豪国とも対等に渡り合えるようになるため、挑戦は続きます。

日本代表選手（2018年8月当時）を指導する内山さん
（写真左）

芸術の秋！松戸の壁画めぐり
～ P

パ ラ ダ イ ス

ARADISE A
エ ア

IR 滞在アーティストの作品～

フジクラスポーツ（竹ケ花235）
ジョアン・タラゴ（スペイン出身、2018年8月滞在）
　松戸に新しいアートスポットが誕生！グラフィカル
なTシャツデザインなども手がけるスポーツ店の建物
の外壁に、壁画を描きました。海中の生物のような不
思議なグラフィックが、住宅街の中で目を引きます。

昭和の杜博物館（紙敷1377）
ナディーン・コロツィー（ドイツ出身、2018年4月滞在）
　レトロな博物館の全長約30mにわたるなが～い壁
に、かわいらしく不思議なドローイング作品を描き
ました。博物館で展示されている空想科学のイラス
トにインスピレーションを受けたそうです。

宮ノ越地下歩道（市民会館近くの線路下）
アガタ・カザンセワ（ロシア出身、2017年11月滞在）
　「松戸まちづくり会議」の協力で、ロシアの「火の鳥」
と日本の「鳳凰」をモチーフにした壁画が描かれていま
す。市内の子どもたちとのワークショップも開催し、
みんなの手で作り上げました。（写真右がアガタさん）

国際交流員レー・ガン・ハーが松戸の魅力を紹介します

この頃は、ハッ！
 Here comes Ha!

Discover Matsudo's many charms with CIR Le Ngan Ha
国際交流員レー・ガン・ハーが松戸の魅力を紹介します

幸せアルバム

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（本人のみ）、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

平成28年12月生
外遊びが大好きで、外に出る
といつもにこにこの里桜ちゃ
ん。お姉ちゃんと一緒に、こ
れからもたくさん遊ぼうね♪

平成29年1月生
大好きな犬の小
春姉ちゃんとパ
チリ☆

平成28年10月生
今、バスと電車に
夢中です。毎日元
気に保育所で遊ん
でいます。

渡わ
た

邊な
べ 

里り

桜お

ち
ゃ
ん

　
神じ

ん 
旺お

う

佑す
け

ち
ゃ
ん

ひ
な
こ
ち
ゃ
ん

　世界中から集まったアーティストたちが、松戸の公共空間にさまざまな作品
を残しています。芸術の秋はぜひ地元で、アート巡りを楽しんでみてください。

（一社）P
ペ ア

AIR ☎364－8832、文化観光国際課☎366－7327

©JFA/PR

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
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（平成30年）
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