●新春特集
「松戸ゆかりの表現者」
●新春クイズ＆プレゼント
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横書き記事に対応するため、今号より開き方向を変更しまし
た。より見やすく、読みやすい紙面を目指します。
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将来の夢を描いた古ケ崎第二保育所の子どもたちと本郷谷市長

新年明けましておめでとうございます
本年が皆さまにとって、健やかで穏やかな1年となりますようお祈り申し上げます。
昨年は6年ぶりに市の人口が過去最多を更新し、29年ぶりの新設校である東松戸
小学校が開校するなど、松戸のまちがさらに大きくなることを予感させ、リオデジャ
ネイロオリンピック・パラリンピックでは多くの市民が活躍し、市民も輝いた明るい
1年でした。
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る

今年は、これまでの取り組みにより、子育て世代が安心して子どもを産み、育て
られる環境が整いつつあります。市内の駅前・駅中に開設を進めていた小規模保
育施設は、まもなく全駅へ整備が完了する予定です。引き続き「待機児童ゼロ」を
堅持するなど、子どもたちの保育環境の充実に力を注ぎたいと思います。
12月には新病 院「松戸市 立 総合 医 療センター」 の開 院が、予定されています。
また、計画から約50年かかった東 京外かく環 状 道 路の千葉県区間が、平成29年
度中に開通する予定となっており、松戸市に初めて高速道路のインターチェンジが
できます。松戸駅では、昨年から西口駅前広場のバリアフリー整備工事に着手し、
引き続き駅構内のバリアフリー化工事も予定されています。
このように、市内では、時代に合わせて“まちの骨格”となるインフラが順次整備
されています。今年は松戸市の“将来”が少しずつ見えてくる1年になるのではないか
と期待しています。
2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を3年後に控え、異文化交流にも
力を入れています。オランダ、ドミニカ共和国、ルーマニアの事前キャンプ地として受
け入れ準備を進めるとともに、多様な文化プログラムを実施していきたいと思います。
最後に、市民一人ひとりが生き生きと活躍し、輝くことが、松戸市にとっての最
大の財産です。引き続き、魅力的なまち、市民にとって誇れるまちを一緒につくっ
ていきたいと思います。
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1月8日㈰
開催

七草 マラ ソ ン大 会

交通規制、バスの迂回にご協力をお願いします
規制 バ
迂回 ご協力をお願 します
問 スポーツ課☎703−0601
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おもしろい

まつど CM 大賞 作品募集！

松 戸 の 魅 力 や ス テ キ なところ
を、 全 国 にアピ ール するCMを 募
集します。 応募は動画共有サイト
YouTubeに投稿してメールを送るだ
け。誰でも何点でも応募できます。

賞品全国百貨店共通商品券
大賞

優秀賞

特別賞

（1作品）

（1作品）

（3作品）

5万円分

3万円分

1万円分

大賞作品は
渋谷駅前の
大型ビジョンで
放映します！

※賞に入らなかった場合も、抽選で３者に賞品が当たります。

募集内容15秒の松戸市のCM（動画）
作品規格YouTubeに投稿できる規格（実写・アニメーション等の形式は問いません）
申 YouTubeに作品をアップロードし、2月28日㈫までに、EメールにURL・ア
カウント名・氏名（団体の場合は団体名と代表者名）
・住所・電話番号・CM
の説明コメント（ 40字以内）を記入して、広報広聴課シティプロモーション担
当室 mcpromo@city.matsudo.chiba.jp（☎366−7320）へ ※郵送の
場合は作品を保存したDVD-R等の記録媒体を同封し、2月28日㈫〔必着〕ま
市ホームページ
でに、〒271−8588松戸市役所 広報広聴課シティプロモーション担当室へ。

ひがま
ひが
まつトーク
トークイ
イベ ント Vol.1
〜まちを支える未来のハコモノ〜

1月21日㈯13時30分 〜15時30分 会 場 市 民 劇 場
内容『幕前オープニング「私が好きな松戸の景観スポッ
ト」
』上映会（13時から）
、景観表彰式、景観まちある
き報告会、景観講演会『
「景観まちづ
くり？」＋景観条例〔ルール〕
：
（東京の
しゃれた街並みづくり推進条例）
』 講
師東京電機大学学科長・土田寛氏
費用無料
問 都市計画課景観・指導班☎366−
7372、 mctoshikeikaku@city.
土田寛氏
matsudo.chiba.jp

松戸市消防出初式

藤村龍至氏

アジアドッジボール選手権（13歳以上女子の部）

日本代表チームが優勝

消防局消防総務課
☎363−1116

1月14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
のマーチングおよび消防局･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掛けしま
すが、ご理解とご協力をお願
いします。

シルバー
人材センター

11月26日・27日に香港で行われた第3回アジアドッジボール選
手権（アジアカップ）の13歳以上女子の部に松戸市出身の谷村有
紀さん・野沢瑞希さん・阿蘇愛さんが日本代表として出場し、見
事全勝で優勝しました。
女子日本代表キャプテンでもある谷村さんは「外国の選手達のレベルが上がっていて、思っ
ていたより危ない試合が多くありましたが、皆さんの応援・協力とチームの仲間達のおかげで、
目指していた3連覇を達成することができました。アジアカップは終了しましたが、ドッジボ
ールの普及活動と次回の国際大会に向けての準備を怠らず、これからも大好きなドッジボール
を続けていきたいです」と力強いコメントをくれました。これからも活躍が楽しみですね。
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まつど景観フ
フォーラム

要申込

1月28日㈯14時〜 16時 会場ひがまつタウンカフェ（東松戸駅下車） 内容
学官連携・東松戸まちづくり用地活用に関する
トークイベント 出演東京藝術
りゅう じ
大学准教授・藤村龍至氏 定員先着40人 費用無料
申 EメールまたはＦＡＸに件名「1月28日ひがまつトークイベント参加希望」
・
氏 名・ふりがな・住所を記入して、 公共施設再編課 mckoukyou@city.
matsudo.chiba.jp 、 701−5767（☎701−5217）へ

松戸市
在住選手
が出場

公表日1月4日㈬から 公表方法市ホームページへの掲
載、介護保険課・行政資料センター・各支所での閲覧
意見の提出方法1月25日㈬〔必着〕までに、 書面に住
所・氏名・表題「『 松戸市指定地域密着型サービスの
事業の人員、 設備及び運営に関する基準を定める条
例』について」を記入して、持参（各支所可）、郵送、
FAX、Ｅメールまたは市ホームページ
専用フォームで、〒271−8588松戸市
役所 介護保険課 363−4008、
mckaigo@city.matsudo.chiba.jp
（☎366−7370）へ ※意見に対す
る個別回答は行いません。
市ホームページ
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「松戸市七草マラソン大会」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。 迂回
中は運動公園・千駄堀口バス停には停まりません。

「松戸市指定地域密着型サービス
松戸市指定地域密着型サービスの
の 事業の人
員、設備及び運営に関する
設備及び運営に関する基準を
基準を定める条例
定める条例」
」
の一部を改正する条例（案）等について

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

シニアパソコン教室

内容
パソコン入門
Word基礎
〔全2回〕
Excel基礎
〔全2回〕
パソコンで確定申告
Windows10の操作
タブレット
（iPad）
入門
タブレット
（iPad）
実用
スマホ入門
スマホ・アプリ
ネットスーパーで買物
個人授業
自宅訪問授業

要申込

日程
2/ 8㈬
2/16㈭・23㈭
2/22㈬、3/1㈬
2/ 7㈫
2/ 8㈬
2/ 9㈭
2/14㈫
2/21㈫
2/28㈫
2/ 7㈫
3/ 2㈭
日程等応相談

時間①⑥⑧〜⑪9時〜 12時②〜⑤⑦13時〜 16時 会
場シニア交流センター（⑥〜⑨は常盤平市民センター）
対象40歳以上の人 費用①④〜⑪各3,000円②③各
6,000円（別途教材費各500円程度）
申 1月20日㈮〔必着〕までに、
はがきまたはＦＡＸに住所・
氏名・電話番号・希望コース・年齢を記入して、〒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 シニアパソコン教室係 330−5008（☎
330−5005）へ

平成28年度臨時福祉給付金の申請はお済みですか？2月1日㈬〔消印有効〕までに
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掲

示

お知らせ
1月28日㈯から、 秋山・高塚新田・紙
敷の一部の町名地番が変わります
新町名 秋山一丁目、 秋山二丁目、 秋山
三丁目
市民自治課☎366−7318
町名地番の変更に伴い、1月28日㈯に行
政サービスセンターとコンビニ交付サー
ビスが、1月29日㈰にコンビニ交付サー
ビスが利用できません
市民課☎366−7340
松戸都市計画地区計画八ケ崎二丁目地
区地区計画の案の縦覧
縦覧期間 1月4日㈬〜18日㈬（閉庁日を除
く）8時30分〜17時 縦覧場所 都市計画
同課☎366−7372
課
松戸市公設地方卸売市場北部市場の廃
止に伴う都市計画の変更（廃止）の案の
縦覧と意見書の提出
案の縦覧および意見書提出期間 1月4日 ㈬ 〜
18日㈬（閉庁日を除く）
8時30分〜17時
縦覧場所 消 費 生 活 課 意見書提出方法 郵
送〔18日㈬の消印有効〕または直接、市
長宛の意見書に住所・氏名・連絡先・意見
（800字程度）を記入して、〒271−0073
松戸市小根本7の8京葉ガスＦ松戸第2ビ
ル5階 消費生活課（☎366−7329）へ
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、 三脚等の使用、 長
尺の品物の持ち込み・自撮り棒は不可
※工事のため、戸定邸庭園には降りられ
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け付け
1月11日㈬10時30分から
文化ホー
ル 使用期間 平 成29年4月〜6月
使
用料・社会教育関係団体登録証（該当
生涯学習推進課☎367−
団体のみ）
7810
松戸市国民健康保険運営協議会委員を
募集
任期 4月1日〜 平 成31年3月31日
松
戸市国民健康保険の被保険者（任期中
に75歳に到達しない）で、会議（平日午
後、 年４回程度開催）に出席できる人
募集人員 5人 ※２月上旬に面接あり（詳
細は別途通知） ※応募書類は返却しま
1月23日㈪〔必着〕までに、国
せん
民健康保険についての意見および応募
の動機（1,000字程度）
・住所・氏名・年齢・
性別・職業・電話番号・簡単な経歴を任
意の様式に記入して、 郵送またはＥメー
ルで〒271−8588松戸市役所 国民健
康 保 険 課 企 画 調 整 担 当 mchoken@
city.matsudo.chiba.jp （☎366−
7307）へ
調理師の人は２年ごとに就業届の提出が
義務付けられています
平成28年12月31日時点の状況を1月

板

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
…費用（記載のないものは無料）
…申し込み先
…問い合わせ先

まつど地域活躍塾プレオープン

15日㈰までに提出してください
㈳千
葉県調理師会☎043−225−7736

講座・講演・催し
童謡コンサート ｢うたのおもちゃばこ｣
1月5日 ㈭11時 〜11時30分
ふれ
、
あ い22 演奏者 日 向 野 のりえ 氏（歌）
德川眞弓氏（ピアノ） ふれあい22☎
383−0022
ふれあい教室「朗読をきくかい」
1月11日 ㈬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
まつど市民活動サポートセンターの催し
①ＮＰＯ・市民活動よろず相談室「パソコ
ン無料相談」 1月12日㈭13時・14時・
15時から（各1人50分） ②google無料
サービス活用編〜メーリス・申込フォーム・
ファイル 共 有 1月28日 ㈯14時30分 〜
16時30分
同センター長 共通 同セ
ンター
先着①9人②15人
同セン
ター ☎365−5522、 hai̲saposen@
matsudo-sc.com
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」を配布します
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月13日㈮10時〜10時30分
〔雨天中止 〕
新松戸第一公園（新松
戸1の327）
、籠益第一公園（六高台4の
143）
先着各100人
市民安全課
☎366−7285
野鳥観察会（国分川）
1月14日㈯8時松戸駅東口デッキ上集
合、11時30分頃現地解散 ※雨天時は
筆記用
集合場所で開催可否を決定
具・観察用具等
保険料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月14日㈯・15日㈰各9時〜16時30分
さわやかちば県民プラザ（柏市） 指
導課☎366−7458
広がれ、こども食堂の輪！inちば
1月15日 ㈰10時 〜16時
千葉市
文化センター（JR千葉駅下車）
先着
500人
1月10日 ㈫まで にFAXまた
はEメールに氏 名、 電 話 番 号を記 入し
て、 同実行委員会事務局 043−244−
5201、 nieda@chibakenshakyo.com
（☎043−245−1102）へ
シティー・ミニコンサート〜トロンボー
ンの魅力〜
1月18日㈬12時15分〜12時45分（開
場11時30分）
市役所市議会議場
曲目 ゴッドファーザー愛のテーマ（ニノ・
ロータ）
、兄弟船（鳥羽一郎）他 演奏者

 ᨦܹᎍೌМઢᜱᜒ˟
žᨦܹᎍᖋࢳ᧸ഥඥƱᅶƨƪ
ƴưƖǔƜƱſ要申込
1月22日㈰13時〜15時 会場市民劇場 講師明星大学教授・吉
吉川かおり氏
川かおり氏 定員先着300人
1月18日㈬までに、電話またはFAX、Eメールで障害福祉課☎366−7348、
366−7613、 mcshougaihukushi@city.matsudo.chiba.jpへ

申請がない場合は支給ができませんのでお早めに！

…持ち物

庄野真代氏基調講演
「ひとりひとりの社会貢献」
要申込

6月のまつど地域活躍塾のオープンに向け、講演会を開催し
ます。 歌手以外に社会貢献活動の実践者、教育者の顔を持つ
庄野氏をお迎えし、自身の経験談を交えながら、社会貢献の
すばらしさをお話しいただきます。
日時1月22日㈰18時30分〜20時10分（18時開場） 会場市
民劇場 講師歌手・庄野真代氏 定員先着300人
費用無料
庄野真代氏
※手話通訳、要約筆記あり。
1月4日㈬から、 電話またはFAX、Eメールで市民自治課☎366−7062、
704−4009、 mcshiminjichi@city.matsudo.chiba.jpへ

まつど地域活躍塾とは？
松戸をより暮らしやすいまちにするために、町会・自治会・NPO・ボラン
ティア団体など、地域で活躍する人を育成する塾です。※6月オープン予定。
３つの
特徴

①実際に活動している人材から直接話を聞き、市内の活動内容、
状況を知ることができます。
②実際に、市内の団体で活動の体験ができます。
③修了後に自分に合った活動先が見つかるように支援します。

山口尚人（トロンボーン）
、大堀晴津子（ピ
アノ）
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）

神谷明宏氏
先着20人
※一時保育あり（先着8人、
１歳６カ月以上、
保育用品・おやつ代200円） 電話で男
女共同参画課☎364−8778へ

①住宅リフォーム相談②市民講座
1月21日㈯①10時〜13時、14時〜16
時 ②13時 〜14時
馬 橋 東 市 民 セン
ター
松戸住宅リフォーム相談員協議
会☎365−5252

千葉県東葛地区人権サミット
2月1日 ㈬18時 〜20時
ア ミュゼ
柏（柏駅下車） 先着400人
講演、
東葛地区４市長（松戸・柏・我孫子・流
山）
による意見交換
1月20日㈮〔必着〕
までに、はがきまたはFAXに住所・氏名・
年齢・電話番号、要約筆記・手話通訳希
望の有無を記入して、〒277−0081柏市
富里1の1の1 M＆Rビル3階 人権ネット
ワークPEaCE21 04−7165−0723（☎
04−7166−2625）へ

手賀沼ポスターコンクール巡回展示
最優秀賞･優秀賞を受賞した12作品と
市内の小・中学校から応募された37作品
の展示会を開催します
1月23日㈪12
時〜27日㈮12時
市役所１階連絡通
路
環境保全課☎366−7337
松戸市小中学校書初展
1月25日㈬〜29日㈰10時〜18時 ※
27日㈮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
障害者のための読書支援機器活用講座
1月25日㈬13時30分〜16時15分
県立西部図書館
先着30人
電話
で同館☎385−4133へ
経営者講習会
1月26日㈭19時〜21時
松戸商工
会話が変わり、
会議所5階大会議室
信頼関係を築く
㈱メリディアンプロ
モーション代表取締役・牛 窪 万 里 子 氏
先着200人
FAXまたはEメールに住
所・氏名・電話番号を記入して、松戸商
工会議所「経営者講演会担当」 365−
0150、 yeg@matsudo-cci.comへ
子育てや家族のことを話す「パパ
トーク」
1月28日㈯10時〜12時
ゆうまつ
ど
先着15人
電話またはEメール
で、 NPO子 育 て 支 援 ぽ こ ら ☎090−
2907−8552（平日9時 〜16時 ）
、
pocora060620@yahoo.co.jpへ
研修会
「子どもの権利条約」について理
解しよう
１月30日㈪13時30分〜15時30分
ゆうまつど
聖徳大学児童学科准教授・

問 同給付金コールセンター☎366−8192
□

平成２９年度千葉県生涯大学校学生募集
県内に住所を有する60歳以上の人
募集期間１月4日㈬〜2月28日㈫
願書配布場所 生涯大学校各学園、 県庁高
齢者福祉課、 各地域振興事務所、 市高
齢者支援課 ※入学資格の詳細、願書の
郵送希望の人は、お問い合わせください
同校事務局☎043−266−4705

会議
教育委員会会議
1月12日㈭14時から
京葉ガスＦ松
戸ビル5階会議室（傍聴受付は開会30分
教育企画課☎366−7455
前から）

広報まつどが
パソコン・スマート
フォンで読めます
市ホームページ PDFデ ータをダ ウン
ロードできます マチイロ スマート
フォン用無料アプリ。ページめくりや
拡大縮小が簡単で、発行日にお持ちの
端末に通知が届きます マイ広報紙
記事1本ごとにインターネットで無料
配信するサービス。発行日の3〜5日
後に公開されます
広報広聴課☎366−7320
マチイロ
紹介ページ
マイ広報紙
サイト
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平成

29年

新春特集

未来に挑む

芸能、工芸、文学、アート、音楽、ゲームなど幅広い分野
今回はその中の3人にスポットを当て、松戸の地から生ま

観る人が 答えを出してくれる
み

エンターテイナー 北翔海莉さん（元宝塚歌劇団星組トップスター）
－11月に宝塚歌劇団を退団しました
「 21年間修行をさせていただき、芸事はもちろん
礼儀や上下関係など人間としての基盤を学ばせて
いただきました。学んだことが外の世界でやっと花
開く時期が来たと思っています。宝塚では限界まで
最高のことをやってきたので、全く悔いはありませ
ん」
－21年間どのような努力を
「もともと成績が一番下で、宝塚音楽学校の授業
にもついていけないところからのスタートでした。
そのような状況でしたので、他人と自分を比べたこ
とは一度もなく、甘えて逃げようとする自分に打ち
勝つことや、何事にもあきらめない精神をテーマと
して取り組んできました」

幸せな笑顔に出会うため
－何が原動力に
「プロとして舞台に立ち、一人でも喜んでくれる
お客さんがいる限り、さらにレベルの高いものを目
指さないといけないと思っていました。応援してく
れるたくさんのファンの皆さんに、どうしたら応え
られるのか、どうしたら楽しんでもらえるのかを考
えると、稽古を欠かすことはできません」

－人前で演じることの楽しさは
「自分のパフォーマンスを見せるというよりは、
お客さんの幸せそうな笑顔に出会うことを追求して
きました。エンターテインメントの世界では、劇場
に来てくれたお客さんの表情や反応が全ての答えで
す。お客さんと何かのご縁でお会いできることが幸
せだと思っています」
－これからの活動は
「退団してすぐに新しい扉を開けてスタートを切
りました。これからは、エンターテイナーとして舞
台上でのパフォーマンスはもちろん、歌のライブや
ディナーショー、コンサートで全国を回
りたいです。その時は、老人ホームなど
の施設を巡って、その土地の人たちとふ
れあいたいと思っています。一番やりた
かったボランティアを通じて、世のため
人のために活動したいです」

に松戸を知っていただけるよう力を入れていきたい
です。松戸はパンやラーメンなどの食べ物が有名で
すが、中学・高校の吹奏楽や合唱などがとても優秀
です。音楽関係で松戸をアピールする力になれれば
と考えています」
－松戸の思い出は
「家の裏に畑があって、祖父とたくさんの種類の
野菜を育てました。また、矢切小学校時代にはみん
なで田植えを経験しました。都会的ですが緑のある
環境は松戸ならでは。その環境で育ったことが、私
にとっての大きな財産です」

松戸に拠点
音楽関係で力に
－松戸とのかかわりは
「事務所は松戸に置きましたので、松
戸を拠点に活動をしていきます。これを
機に、宝塚の枠を超えて、全国の皆さん

（ほくしょう・かいり）
矢切小学校、第二中学校卒業。平成10年宝塚歌劇団入団。平成27年星組トップスター就任。
平成28年11月20日宝塚歌劇団退団。平成24年より松戸観光特命大使。

松戸で進むゲーム制作

北翔さんお気に入りスポットの戸定邸表座敷で

ものづくりへのチャレンジ 精神

「ゲームを作るゲーム」今春リリース予定

本社がある㈱ディッジのゲームディレクター馬
場さんは言います。同社は「
『総合的なものづ
制作中の
「ビットメーカー」
市が事務局をしている松戸コンテンツ事業者連絡協議会は、目玉として、 くりの会社』
。本業に縛られず、ものをつくる
今春リリース予定のゲーム「ビットメーカー」を制作しています。このゲー ことであれば広く何でもやっていこうとの思い
ムは、一言で言うと「ゲームを作るゲーム」
。ゲームを遊びながら登場人物や で、さまざまなことに取り組んでいます」と取締役の伊藤さん。その上で失
道具・技を作ることも、一からゲームを作ることもできて遊び方は無限大。 敗することもあるそうですが、成功しているものを柱としていろいろなこと
作ったゲームはシェアして皆で楽しむこともできます。
にチャレンジしているそうです。
「昨年9月に幕張メッセで開催された東京ゲームショウ2016への出展や、市
加えて、
「このゲームはさまざまなユーザーに楽しんでもらえるスマホゲー
が支援している『コンテンツ産業支援トークセッション』を通して、市内の ム。難しいと思われている“ゲーム作り”の敷居を下げられると思います」
企業やクリエイターとつながりができました」と同協議会に所属し、市内に と意気込みを話してくれました。

まちに息づく

アート作品
市内を歩けばたくさ
んの芸術作品に出会え
ます。創造力を刺激し
てみませんか。
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貝の花貝塚跡記念碑（小金原）

眠 た そ う な、
とぼけたような
カワイイ記念碑
が貝の花公園に
立 っ て い ま す。
貝塚から出土し
た小さな「土偶」
をモチーフにして、彫刻家・本田
晶彦氏が制作しました。

西口公園の公衆トイレ壁画（本町）
カラフルな円形トイレの壁画は、オ
ランダ出身のアーティスト・ZEDZ氏が
平成27年に描きました。さまざまな色・
形のペイント
が重なり、混
ざり合って一
つの音楽を奏
でるイメージ
だそうです。
ゼ

ッ

ズ

21世紀の森と広場の金属彫刻

（千駄堀）

公園の入り口に置
かれた金属アート
「assimilated view
（同化した景色）
」は、
アーティスト・四方
謙一氏の作品。穴を
のぞいてみれば、世界のつながりを実
感できるかもしれません。

広報まつどは平成29年1月1日号より、開き方向をこれまでの右とじから左とじに変更します。

●広報まつど

2017 年（平成 29 年）1 月 1 日

松戸ゆかりの 表現者

で、個性を武器に松戸ゆかりの人が活躍しています。
れる多様な表現を紹介します。

「芸は人なり」
地のまま演じる

常に新しいこと
に挑戦

落語家 雷門小助六さん

染織家 小島秀子さん

－落語ブームですね
「以前は、寄席に若いカップルが来ていると
不思議に思ったものですが、最近はいつもいらっしゃいます。やはり年
配のお客さんが多いですが、若いお客さんも珍しくなくなっていますね。
ドラマや漫画、アニメで落語が取り上げられたので、寄席の敷居が下がっ
たのだと思います」

場所に合った演目を選ぶ

－主な活動場所は？
「ホームグラウンドは、浅草演芸ホール、新宿末広亭、池袋演芸場です。
それぞれの場所でお客さんの雰囲気が違います。子どもから落語通の方
まで喜んでもらえる高座ができるようになって、これらのホームグラウ
ンドで必要とされる落語家になりたいです」
－場所で雰囲気が違う？
「
“芸人に上手も下手もなかりけり、行く先々の水に合わねば ”という
言葉があるように、その場所に合った演目を選ぶことが一番難しいです
ね。たとえば、老人ホームでの高座はテンポを遅くしています。お客さ
んの層に応じて、直前でネタを変えることもあります」
－得意な演目は
「
“芸は人なり”ですので、自分の“地”にないことは演じていても無理
があります。頼りない若旦那や酔っ払いであれば無理なくできます！」

笑わせる間 逃さない

－高座での表現で気を付けていることは？
「お客さんが笑いたいところで笑える一言を言うこと。お客さんも笑う
チャンスを待っています。その“間”を逃さない
よう気を付けています」
－生まれも育ちも松戸ですね
「子どもの頃は東松戸にたくさん田んぼや畑が
あって、虫捕りや秘密基地作りをして遊んでい
ましたね。やっぱり子どもの頃からおしゃべり
でした。落語が好きで、小学4年生で落語家に
なることを決めていました。現在も話すだけで
はなく、なじみの古本屋さんに通って、落語に
関する文献を読んでいます。分からないことを
私に聞きに来る方がたくさんいるほど、落語
八柱霊園で遊ぶ
には詳しいです」
小学校時代の雷門さん
（かみなりもん・こすけろく）
東部小学校、第五中学校、市立松戸高校卒業。高校時代に雷門助六に入
門し、平成16年二ツ目に昇進、平成25年真打ちに昇進し三代目「雷門小
助六」襲名。 34歳。

作品の中の

松戸

落語や本には、さま
ざまな形で松戸が登場
します。松戸を舞台に
どのような物語が描か
れたのかを紹介します。

古典落語「紋三郎稲荷」

笠間藩の家臣が、
参勤交代のために
江戸を目指す道中、
か
ご
駕 籠 屋の勘違いに
乗じて稲荷様（狐）
の一族であると嘘
をつく噺。松戸宿の本陣（現在の
松戸郵便局付近）で、家臣が「名
物のなまず鍋や鯉こく」を食べる
シーンが描かれます。江戸川や坂
川でとれたなまずや鯉でしょうか。
はなし

より見やすく、読みやすい紙面を目指します。

－染織とは？
「作品のイメージに合わせて糸を染
め、着物や帯を織りあげます。糸を染める際は、模様に合わせて糸の長
さや本数、染料などを計算した設計図を作ります。素材選びも大切です」

自分のやりたいようにやろう

－なぜ染織を？
「小さい頃から物創りが好きで、第一中学校では工芸クラブに所属し、
陶芸家としても活躍されていた顧問の岡本先生から薪窯を使った陶芸を
ご指導いただきました。本物の工芸の仕事を体験できたことは貴重な経
験でした。担任の久保村礼子先生から美術高校への進学を勧められた
こともあり、美術の高校・大学に進学。大学では、その頃民藝運動の
中心的存在だった師とめぐりあい、大きな影響を受け、染織の道に進
みました」
－鮮やかな作品ですね
「色が好きです。濁らない明るい色の発色、特に透明な色の重なりが
好きです。工芸の色は素材を伴った色です。素材の力をいただき仕事が
できることが、工芸の魅力です。20数年前に幾つか
のきっかけから、新しい染料と染色方法に出会った
ことで、作品が自分らしく変わりました。新しい技
術や素材との出会いも、工芸ではとても大切なこと
です。いつも何か新しいことにチャレンジして作品
を作っていきたいと思っています」
まきがま

若い人につなげていきたい

－今後は
「工芸の仕事は先人からの技術を受け継いで成り立っていますが、そ
れだけに固執していては自分らしい仕事はできない。新しい出会いや刺
激があってこそ新しい自分を発見できるのではないかと思うようになり
ました。 6年前に、年代や活動分野の異なる工芸作家のグループを立ち
上げ、東京都美術館で4回の展覧会を開催しました。そのままの技術で
はなく“想い”を若い人達にもつないでいきたいと思っています」
－創作活動をする上で松戸は
「松戸の仕事に集中できる静の部分と、活動のエネルギーをもらえる
都会的な部分の二面性を持っているところが、私の制作活動にはとても
合っています。自然や歴史が感じられる江戸川や坂川、戸定邸などは思
い出深い場所です」
（こじま・ひでこ）
中部小学校、第一中学校、女子美術大学産業デザイン科工芸専攻卒業。
学生時代から展覧会を中心に活動。国画会会員。mono工房主宰。

小説「オリンピックの身代金」

1964年、オリンピックを目前に控え
た東京を舞台に、爆弾犯と警察の息詰
まるやりとりを描く、直木賞作家・奥
田 英 朗 氏 の 作 品 で す。
刑事の新居が常盤平団
地。
「憧 れ だ っ た 文 化
生活が、とうとう若い
夫婦のところまで降り
てきたのだ」と、日本
の経済的・文化的豊か
さの象徴として、取り
講談社文庫刊
上げられています。

問 広報広聴課☎366－7320

透明感のある
小島さんの作品

小説「燃えよ剣」

新選組副長・土方
歳 三 の 生 涯 を 描 く、
司馬遼太郎氏の名作
で す。 物 語 の 後 半、
流山にいる土方の元
に向かう新選組局
新潮文庫刊
長・近藤勇を、江戸
近くの繁華な宿場である「松戸の宿」
の人々が出迎える様子が描かれていま
す。その他の場面でも松戸が登場する
ので、読み返してはいかがでしょうか。
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小さい子のためのおはなし会

●

1月12日㈭・17日㈫ ･20日㈮ ･24日㈫ ･26日㈭ ･27日㈮各10時30分〜11
時、
14時30分〜15時 会場子ども読書推進センター 対象0〜3歳くらいの
子と保護者

子ども読書推進センターからのお知らせ
共 通 費用無料

●

日程
時間
会場
（駐車場はありません）
1/17㈫ 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）
1/20㈮ 10:30〜11:00 CMS子育て支援センター
（六高台保育園内）
1/25㈬ 10:30〜11:00 E−子どもの森 ほっとるーむ新松戸
1/26㈭ 10:30〜11:00 矢切公民館
1/27㈮ 10:30〜11:00 常盤平児童福祉館
1/27㈮ 11:20〜11:50 根木内こども館（晴香園内）
対象 0〜3歳くらいの子と保護者

子ども読書推進センター☎331−0077

親子絵本講座

●

1月13日㈮10時30分〜11時10分 会場子ども読書推進
センター 対象0〜3歳くらいの子と保護者

市民センターおはなし会

●

日程
1/13㈮
1/17㈫
1/18㈬
1/20㈮

日程
1/24㈫

会場
小金市民センター
（分館内）
和名ケ谷スポーツセンター
1/26㈭
（分館内）
1/27㈮ 馬橋市民センター

会場
明市民センター
小金原市民センター
常盤平市民センター
五香市民センター

小学校での読み聞かせ講座

●

時 間9時30分 〜17時 会 場
子ども読書推進センター 内
容「正月・干 支・冬」
「室内
遊び・お正月遊び・伝承遊び」
「落語」に関する展示

冬の企画展示 「冬の室内あそびを楽しもう」

冬の講習会

日時
講師
1/ 7㈯
図書館職員、おはなしボランティア
13:30〜15:30

① おはなし会とカルタとり

1/15㈰
落語家・柳家千寿氏と「座・子ども寄席」
10:30〜11:30 の子どもたち
1/15㈰
たのたの塾主宰・新井秀樹氏
14:00〜16:00

② 落語っておもしろい！
③

図書館☎365−5115

対象①②幼児以上③小学生 定員③先着20人 費用①②無料③800円（材料費）
③のみ1月5日㈭9時30分から、電話で子ども読書推進センター☎331−0077へ
講座

福 袋 1月5日㈭から、おす
すめの 本3冊50セットを貸 し
出し

要申込

1月27日㈮10時〜12時 会場子ども読書推進センター 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
電話で子ども読書推進センター☎331−0077へ

時間各15時30分〜16時 対象幼児〜小学生と保護者

1月5日㈭〜29日㈰

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〜

光で遊ぼう〜オーロラスコープ・
万華鏡などを作ろう〜 要申込

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。
テレホン案内サービス☎366−0010
平日16時30分〜翌日9時

がん患者・家族「集いの場」 要申込

休日と土曜日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。

1月19日㈭13時30分〜15時30分 会場市立病院2号館5階会議室
内容フリートーキング 定員先着15人 費用無料
電話またはFAXで同病院・がん診療対策室☎363−2171（内線
1667）
、 363−1489へ ※がんの相談も受け付けています。

〔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

夜間小児急病センター（小児初期内科系疾患）

竹ケ花45の53 衛生会館2階
☎365−3430 土・日曜日・祝日20時〜23時

上本郷4005 市立病院となり
☎360−8900 毎日18時〜23時

がん患者・家族「緩和ケア教室」
1月24日㈫14時〜15時 会場市立病院4号館地下1階会議室
容リンパ浮腫について 定員先着15人 費用無料
同病院がん診療対策室☎363−2171（内線1667）

今月の相談案内
相談名

期

市政・一般民事
法律相談
（随時予約）

時

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。
間

平日
8:30 〜17:00★
毎週月・火・木
13:00 〜17:00
（第1月を除く）
第 1月 ◎
9:00 〜12:00
毎週月・火・木 9:00 〜17:00★
毎週水

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

不動産相談（予約制）

英語・中国語
タガログ語・スペイン語

第 3火

9:00 〜12:00

第2・4火

行政相談

第4月

13:00 〜16:00

行政書士相談（予約制）

第 1月 ◎

13:00 〜16:00

建築士相談

第2水
（予約優先）

住宅リフォーム相談
マンション管理相談
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）

9:00 〜12:00

会

場

問い合わせ

第1木
第1金
第1 〜4金

家庭児童・婦人相談

平日
平日

期 日
時 間
会 場
毎週水、
第1金
社会福祉協議会
福祉なんでも相談
第4水
東部支所
電話相談専用ダイヤル（自立相談会も） 10:00 〜15:00
毎週水、第1金10:00
第1木
小金原市民センター
〜15:00☎368−1333
第4金
市役所相談コーナー

広報広聴課
広報広聴課相談コー
広聴担当室
ナー（本館2階）
※最終受付は、各相 （ 一般民事相談
専用）
談の終了時間のおお
☎366−7319
むね30分前
※不動産・税務・登 ※一般民事相談は
基幹相談支援
記相談については、 金銭・身の上・相
センター CoCo
相談日の1カ月前から 続・離婚等家庭問
平日
前々日の17時までに、題の簡単な法的解
ふれあい相談室
電話（☎366−1162）釈を要する相談
または直接広報広聴
課相談コーナーへ
行政書士相談
障がい者虐待防止
平日
※法律相談について
事務局予約専用 障がい者差別相談センター
は、裁判中や調停中の ☎368−0779
事件は相談できません （平日9時〜17時）
高齢者・障がい者
毎週火・金
（祝日
成年後見制度相談

建築士会相談窓口
☎362−8401

の場合は前日）

平日

消防救急相談

毎日

消費生活相談

平日

8:30 〜19:00
9:00 〜17:00
（予約優先）
8:30 〜19:00
9:00 〜17:00
（要予約）

毎週月・木
17:00 〜20:00
（第3木を除く）
住宅政策課
毎週月・水
13:00 〜17:00
☎366−7366
第3金
16:00 〜20:00
経営相談（起業を含む）
行政経営課
小金原市民センター
第3土
13:00 〜17:00
☎366−7311
毎週火〜土
10:00 〜15:00★
青少年会館
法務局人権ダイヤル
（祝日休み・
9:30 〜17:00
若者の就労相談
☎0570−
予約制）
行政経営課相談コーナー
003−110
高齢者無料職業紹介所
9:00 〜17:00
子ども家庭相談課☎366−3941
平日
9:00 〜17:00★
（65歳以上）
9:00 〜17:00
子育て支援課☎366−7347
平日
9:00 〜17:00
生活困窮者相談
CMS子育て支援センター☎394−5590
市役所相談コーナー

チェリッシュ・サポート・システム
☎308−5880

6

相談名

労働相談

第3水
10:00 〜16:00
第1水
（予約優先） 9:00 〜12:00 市役所新館6階会議室

ひとり親（就労等）相談

子育て相談

※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。
◎は1月の相談はありません

障がい者相談

交通事故相談

日

内

8:30 〜17:00

子すずめ子育て支援センター
☎387−0124

就学・教育相談（予約制）
青少年相談（電話）
青少年相談（来所予約制）
いじめ電話相談

平日
平日

問い合わせ
（社福）松戸市
社会福祉協議会
☎368−0912

総合福祉会館（2階） ☎308−5028
366−1138
※訪問可
ふれあい22（3階） ☎388−6222・6225
383−5552
※訪問可
基幹相談支援センター CoCo内
（総合福祉会館2階）
☎366−8376
366−1138
NPO成年後見センター
しぐなるあいず ☎702−7868
勤労会館
（第3木曜日休館）
松戸地域職業訓練
センター
勤労会館

商工振興課
☎711−6377

まつど地域若者サ
ポートステーション
☎703−8301
（社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館1階）☎365−4712

松戸地域職業
訓練センター内

松戸市自立相談支援センター
（市役所本館3階）☎366−0077
教育研究所（予約専用）☎366−7600

8:30 〜17:00
8:30 〜16:30
子どもわかもの課
☎363−7867（相談専用）
8:30 〜17:00
8:30 〜19:00 指導課☎703−0602（本人・保護者対象）

平日
あおば子育て支援センター☎387−5456
第3・4月、
10:00 〜16:00★
ゆうまつどこころの相談 第2〜4木
男女共同参画課（相談室直通）
ドリーム子育て支援センター
（女性対象、予約制）
☎363−0505
☎070−3935−1230
第1木、第2月 14:00 〜20:00
24時間
消防局☎363−1119
毎週火・木
女性のしごと
ゆうまつど（2階）
男女共同参画課
10:00 〜15:00★
8:30 〜16:00
消費生活センター☎365−6565
（第1・5火を除く）
しごとサポートコーナー
情報相談
☎364−8778

毎週木曜日15時53分〜は、FMラジオ局・ベイエフエム（bayfm78.0MHz）の番組「MATSUDO HAPPY☆topics（まつど はっぴー とぴっくす）」

●広報まつど 2017 年（平成 29 年）1 月 1 日
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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、
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はる ば

研究会・田中☎090−4374−3931へ
◆県立小金高校吹奏楽部創部50周年記
念演奏会
1月14日㈯14時〜16時
森のホー
同部OBOG会・波 多
ル21大ホール
野☎04−7128−5253
◆伝えたい大震災の記憶・学びたい大
震災の体験〜減災・防災の講演とワー
クショップ
1月14日㈯14時〜16時
市民会館
（一社）まちかど防災「減災塾」塾長・
水島重光氏
先着100人
1月11日
㈬までに、電話で松戸・東北交流プロジェ
クト☎710−5519へ
◆お祭囃子・獅子舞・神楽見学会
1月 ①14日 ㈯18時 〜20時 ②16日 ㈪・
23日㈪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
◆ゆいの花音楽会ファミリーコンサート
1月15日㈰13時〜15時30分
森の
ホール21小ホール
先着300人
当日会場で
松戸ウインドアンサン
ブル・駒木☎080−3511−5364
◆ともしび読書会
1月19日㈭10時〜12時
ゆうまつ
テキスト「あん」ドリアン助川著
ど
200円
電話で同会・高橋☎389−
8835へ
◆法律と生活の相談室
1月19日 ㈭、2月16日 ㈭ 各10時 〜15
時
NPO成年後見センターしぐなる
障がい者・高
あいず（松戸駅下車）
各先着4人
電話で
齢者・支援者
同センター☎702−7868へ
◆ピコ亭日曜寄席
1月22日㈰14時から
北小金ピコ
ティ西館名店街2階特設会場
三遊亭

◆健康麻雀体験会
1月①5日㈭・17日㈫②6日㈮③7日㈯・
9日㈷・11日㈬④10日㈫⑤6日㈮①〜④
①馬
各12時 〜17時 ⑤12時 〜16時
橋②五香③⑤稔台各市民センター④青少
⑤のみ初級者
①〜④1日
年会館
800円⑤1日1,000円
電話でNPO健
康 麻 雀 ク ラ ブ や ま が・ 徳 光 ☎090−
8583−1506へ
◆パソコン初心者講習
1月6日㈮〜2月28日㈫の間の希望日
①10時〜12時②13時〜15時③15時〜
17時 ④18時 〜20時
NPO快 適IT
空間・松戸教室（市民劇場向かい）
カレンダー作り他
各 先 着1人
2,000円
電話で同教室・石井☎703
−7284へ
●市民詩吟教室（漢詩・和歌等の吟詠
指導）
1月7日㈯、2月4日㈯各17時〜19時
市民会館
市民詩吟同好会・佐々木
☎342−8230
◆社交ダンス講習会
1月11日㈬・18日㈬・25日㈬各13時〜
14時
八ケ崎市民センター
電話で
DADA舞 夢M.K・ 村 本 ☎090−5816−
8037へ
● A 級プロによる「スロー」
「ジャイブ」
講習会〔全 6 回〕
1月12日〜2月16日の毎週木曜日18
時45分 〜20時35分
稔台市民セン
ター
松田佐和子氏
中級者
3,000円
稔台社交ダンス木曜会・江
原☎090−3341−1749
●人前で話せる話し方講座〔全 4 回〕
1月12日㈭・26日㈭、2月9日㈭・23日
㈭各19時〜21時
市民会館
筆記
用具
3,000円
電話で実践話し方

は

ばや

ま い む

な

市民会館
☎368 − 1237 ★は有料
休館日…月曜日（祝日の場合は開館
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。

市民劇場
☎368 − 0070 ★は有料

◆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㈰9:15
宮川☎312−1311
◆ピティナ松戸ステップ
1/9㈷10:30
PTNA松戸コアラの森ステー
ション☎384−9181
◆ピアノ発表会「心でつなぐ音
楽のリレー」
1/14㈯14:00

ら

さん ゆう てい

た がらす

●硬式テニス教室①②ジュニア③〜⑤
初心者
2月〜4月の毎週①水曜日②木曜日各
16時〜17時30分③火曜日 9時〜10時
30分 10時30分〜12時④金曜日
14時〜15時30分 15時30分〜17時⑤
3月〜5月の毎週月曜日（第4月曜除く）
9時〜10時30分 10時30分〜12時
①中央公園庭球場②〜⑤栗ケ沢公園
①②市内在住、在学の小学生
庭球場
③〜⑤市内在住・在勤の人
各先着①
②40人 ③ ④30人 ⑤60人
①②⑤各
1月15日
7,500円 ③ ④ 各10,000円
㈰〔必着〕までに、NPO松戸市テニス
協会ホームページ http://www.tennismta.org/から
同協会☎341−1133
（火・木・土曜日の12時30分〜16時30
分）
●市民健康ボウリング教室〔各全 5 回〕
①2月3日〜3月3日の毎週金曜日10時
30分〜13時30分②2月6日〜3月6日の
毎 週 月 曜 日13時30分 〜16時30分
ときわ平ボウリングセンター
初心
者、中級者
各先着24人
2,160
円
1月3日㈫〜31㈫の間に、電話で
松戸市ボウリング協会・狩野☎080−
9269−1555へ

※都合により会場は変更になる場合があります。 ※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。
し ゆう

ホーム指圧指友会
毎週木曜日13時〜17時
市民会
館
手ぬぐい2枚、替え用靴下、飲み
物
月2,000円（入会金1,000円）
大橋☎387−0556

リンリーズ（混声合唱）
毎週 土曜日10 時〜12時30分
明市民センター他
月4,000円（入
会 金なし）
浅井☎090−1111−
5825

わ
た

5,500円 ※未就学児入場不可
※事前予約で有料託児あり（発
売中）
◆AKIRA FUSE 布 施 明 LIVE
2016−2017 君に会いに行くよ
3/18㈯17:30
会 場大 ホール 費 用全 席 指 定
6,800円 ※未就学児入場不可
（発売中）

※申し込みは全て当日会場で。

◆インディアカ教室
1/7㈯19:00〜21:00 会場大橋
小学校 持ち物上履き、飲み物
スポーツ推 進 委 員・佐 藤 ☎
080−5084−7077
◆①骨盤ヨガ②ピラティス
①1/10 ㈫・24 ㈫13:30 〜15:00
②1/16 ㈪・30 ㈪13:30 〜14:30
会 場常盤 平体育館 対 象18歳
森のホール21 チケットセンター
以 上の人 定 員各 先 着30人
☎384−3331
費用1回500円
同体育館☎
受付時間…10:00 〜19:00
386−0111
休館日…月曜日（祝日の場合は開館
◆コンディショニングエクササイズ
し、翌日休館）
※大・小ホールは森のホール21です。
1月の毎 週 水 曜日（ 4日を除く）
※完売の場合あり。
13:30〜14:30 会 場 柿ノ木 台
※詳細はホームページで。
http://www.morinohall21.com/
公園体育館 対象18歳以上の人
定員先着30人 費用1回500円
◆ JAPAN POP CULTURE
同体育館☎331−1131
CARNIVAL2017 in MATSUDO
◆①ピラティス②ヨガ
feat.ANISON
1/22㈰16:00
①1/11㈬・25㈬11:00〜12:00②
会 場大 ホール 費 用全 席 指 定
1月の毎週土曜日9:30〜11:00
3,997円 ※未就学児入場不可
会 場 小金 原体育館 対 象18歳
（発売中）
以 上の人 定 員各 先 着30人
◆ Around40 MEMORY
同体育館☎
費 用1回500円
CONCERT （杉 山 清 貴・辛 島
341−2242
美登里・中西保志・沢田知可子） ◆初心者グラウンド・ゴルフ教室
1/15㈰9:00〜12:00 会 場 幸
3/12㈰17:00
会 場大 ホール 費 用全 席 指 定
スポーツ推 進 委
谷小 学 校

市民の皆さんもゲストで登場、毎回違ったテーマで松戸市の魅力を元気に発信中。

員・峯田☎341−2978
◆グラウンド・ゴルフ教室
1/22㈰9:00〜12:00 会場東

森のホール21
日程

漸寺本堂裏広場（駐車場使用不
スポーツ推 進委員・堀
可）
☎344−1735

今月の催し物

内容（★は有料）

新春特選落語会 春風亭昇太・
14:00
柳家三三withナイツ ★
県 立 小金 高 校 吹 奏 楽 部50
14 土
14:00
周年記念演奏会
JAPAN POP CU LTU R E
C A R N I VA L 2 0 17 i n
22 日
16:00
M AT S U D O f e a t .
ANISON ★
26 木

問い合わせ先
夢空間
☎03−5785−0380
波多野
☎04−7128−5253
JPCC2017制作委員会
インフォメーションダイ
ヤル
☎03−5793−8878

ベルワールドミュージッ
坂本冬美30周年コンサート 14:30
ク
ツアー2017 ★
18:30 ☎03−3222−7982

民音タンゴ・シリーズ〈 48〉
ドラマチック・タンゴ「バン
18:30
ドネオン の 匠 」 オラシ オ・
ロモ・セステート ★
ブーケ・ドール ウインター
13 金 コンサート「サクソフォーン 19:00
によるアンサンブル」 ★

27 金

14 土 ファミリーコンサート
ゆいの花音楽会♪ファミリー
コンサート
松戸市民カラオケ歌謡協会
20 金
春の歌謡祭
松原・小嶋門下 門下生ピア
21 土
ノ発表会
15 日

22 日

☎384−5050

開演
時間

7 土

小ホール

休館日…月曜日（祝日の場合は開館
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。

かぐ

や

大ホール

◆ふるーつばすけっと発表会
1/15㈰12:15
幼児教室ふるーつばすけっと・
穀山☎080−3421−5373
◆「私たちは忘れない！あの時の
大震災を!!」防災講演会
1/17㈫14:00
危機管理課☎366−7309
◆『うりずんの雨』上映会と監
督のお話し会 ★
1/27㈮14:00、
18:00
沖縄とつながろう会・杉見☎
090−3248−3433
◆キッズダンスZippy Gang第
5回発表会
1/29㈰16:00
Zippy Gang・今野☎090−
8113−4153

し

名輪☎386−3578
◆鴇田由紀子手づくり音楽会
ひろげる！つなげる！ささえる！
1/15㈰13:00
鴇田☎392−3461
◆松戸童謡の会 童謡を歌う（月
例会） ★
1/18㈬13:55
鈴木☎343−6631
◆まつど景観フォーラム
1/21㈯13:30
都市計画課☎366−7372
◆障害者の権利擁護講演会
1/22㈰13:00
障害福祉課（事前申込制）☎
366−7348
◆まつど地域活躍塾プレオープ
ン講演会 庄野真代氏基調講演
1/22㈰18:30
市民自治課（ 1/4㈬から事前
申込制）☎366−7062
とき

た

の

しょう ふ く て い わ こ う

春馬氏、笑福亭和光氏の寄席
1,000
円（同館名店街の美濃屋とロザ美容室で
券販売）
美濃屋☎341−0006
◆講演・神武東征（古事記）に登場す
る「八咫烏」とは
1月24日 ㈫13時30分 〜16時30分
市民会館
先着30人
1,000円
電 話 で 歴 史 学 講 座「創 世 」・ 小 嶋 ☎
090−1261−7366へ
◆介護保険・医療保険改正で介護と医
療、 私たちの暮らしはどう変わるかを
考えるセミナー
1月24日 ㈫13時30分 〜16時30分
森のホール21小ホール
日本ケア
マネジメント学会副理事長・服部万里子
氏他
先着400人
1月20日㈮まで
に、FAXで認定NPOたすけあいの会ふれ
あいネットまつど事務局 346−0088
（☎346−2052、平日9時〜17時）へ
◆けん玉教室（指導と段級認定）
1月28日㈯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月29日㈰6時松戸駅西口千葉銀行前
集合、18時頃解散
房州アルプスを約
4時間歩く
先着40人
6,000円
1月10日㈫から、電話で松戸市山岳協
会・ 高 橋 ☎362−0101（平 日9時 〜17
時）へ

弦 楽 四 重 奏&ピ アノチャリ
ティコンサート ★

MIN−ONインフォメー
ションセンター
☎03−3226−9999
竹内
☎090−9301−1615

ママさんブラス 森 のお
13:30 んがくたい・岡部
☎080−3431−0925
駒木
13:30
☎080−3511−5364
門脇
9:30
☎080−5066−3508
松原
15:00
☎080−5698−3662
O N G ̲ M ATSU D O・
13:30 堀口
☎090−4610−6083

県民芸術劇場公演「奥村愛
森 のホール21チケット
with千葉交響楽団ストリン
14:00 センター
グス」バロックからジ ブリ
☎384−3331
まで珠玉の名曲 ★
同クラブ「月うさぎ」・
松戸ホルンクラブ 記念定 期
29 日
13:30 水上
演奏会
☎050−3736−3018
28 土

休館日…月曜日（祝日の場合は開館し、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。

広報広聴課シティプロモーション担当室☎366−7320
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市の公式ホームページ

人口と世帯（平成28年12月1日現在）

右のQRコードを読み取ること
でアクセスできます。

2017.1.1

（平成29年）

人口 486,453人

〕内は前月比

〔＋

126 〕

男

242,122人〔＋

60 〕

世帯 219,635世帯 〔＋

105 〕

女

244,331人〔＋

66 〕

※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

パソコン・スマートフォン版

モバイル版

新春クイズ
下のⅠ～Ⅲの人物に共通する名字を
ひらがな4文字で答えてください

答え

〔

1

2

3

プレゼント

4

Ⅰ

で Ⅱの人物の弟。幕末に
は将軍の名 代として、13
歳で150年前に開催され
たパリ万国博覧会に派遣
された。 水戸藩最後の藩主。30歳の時、松戸に戸定
邸を建てて住んだ。同邸は国の重要文化財。○○昭武。
みょう だ い

C クールチョイス賞

B 博物館賞

A 戸定賞
Ⅲの人物の子孫の一人

博物館ポストカード
8枚のセット
人

戸定歴史館
共通入館券

10

30

組
（2人1組）

Ⅱ

こ う しゃく

Ⅲ

三 河（今 の 愛 知 県 東
部）出身の武将。 江戸幕
府最初の征夷大将軍とな
り、戦国の世を終わらせ
た人物。 没後は神様とし
て祀られ、東照大権現の神号を与えられた。○○家康。
まつ

「広報まつど」についてのアンケート
1 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（
）

2 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

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

ランチバッグ・
鉛筆セットと
燃やせるごみ
専用ポリ袋
（20枚入り）
セット

E 松戸市観光協会賞

自転車用
ワイヤーロック
とLEDライト
のセット

10 人

F G 国際交流賞

松戸市観光協会加盟店・お菓子引換券

F

①とみい五香本店
松戸銘菓・戸定三楽「花」10 人

1

人

G ミニ合わせ手鏡
（友禅秋草）

※①②は選べません。E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。

5

10 人

H 森のホール21賞

人

I レイソル賞

Around 40 MEMORY CONCERT

（杉山清貴・辛島美登里・中西保志・沢田知可子）

入場チケット
日時3月12日㈰17時開演
会場森のホール21大ホール

組
5 （2人1組）

J ジェッツ賞

5（2人1組）

カレンダー
セット

（A2壁掛・
卓上タイプ）

5

人

K L マリーンズ賞

Bリーグ 千葉ジェッツ公式戦
観戦チケット
組

K

涌井秀章選手（松戸市出身）
L 原嵩選手
しゅう

（専修大学
松戸高校出身）

撮影・大竹潤一

対象試合千葉ジェッツ主催試合

試合スケジュール

日本人形

（高さ約35cm）

（10個入り）

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）

（2つまで）
①ユーカリひろば ②市民団体等の紹介 ③年2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 ⑧その他(
）

3 広報まつどの紙面についてどのように感じますか

D 安全賞

10 人

あきたけ

江戸幕府最後の将軍。
大 政 奉 還や江 戸 開 城を
行った。 将軍職を退いて
からは静岡で30年ほど暮
らし、趣味の分野でも多
彩な才能を発揮した。後に東京に戻り、公爵を授けられ
た。○○慶喜。

クイズに挑戦してみよう！正解者の中
から、抽選で下記の希望商品をプレゼン
トします。ふるってご応募ください。
問広報広聴課（広報担当）☎366－7320

サイン色紙

※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。

各

2

人

4 紙面に登場してほしい松戸ゆかりの人はいますか

に

新部織音

5 広報まつどへのご希望・ご感想を自由にお書きください

べ

心登

の

まな

おり

ちゃん

と

ちゃん

ちゃん

み

【 記入要領 】
はがき（裏）

〒271−8588

松戸市役所

8

〔消印有効〕

はがき（表）
広報広聴課クイズ係

※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。クイズの解答
は、広報まつど2月1
日号でお知らせしま
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。

1月10日 ㈫

たく

締め
切り

記入要領を参考に、はがきで
ご応募ください

拓実

【応募方法】

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

平成26年12月生
お外遊びが大好き、好奇心旺盛
なたくちゃん。お野菜もいろい
ろ食べられるようになったよ！

平成28年5月生
どこへ行ってもプクプクのほっ
ぺたをほめられます。これからも
元気いっぱい大きくなってね！

平成28年10月生
マナはハワイ語で奇跡、魂の力。そこ
に大好きなパパの文字を貰ったよ。生
まれてきてくれて本当にありがとう！

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

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。

