
県内男性最高
齢者の湯本金

五さん（108
歳）と本郷谷

市長

県内最高齢者の平田もとめさん（112歳）と本郷谷市長

　本年が市民の皆さまにとって、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、松戸市では待望の「東京外かく環状道路松戸インターチェンジ」が開
通し、都心へのアクセスなど利便性が向上しました。総合医療センターは、開
院して1年を迎え、小児・周産期医療、がん医療や救急医療などの高度急性
期医療の充実により、市民の期待に応えられる病院になってきました。子育
て支援では、3年連続で国基準による待機児童ゼロを達成し、「共働き子育て
しやすい街ランキング」では引き続き高い評価を受けました。この他、音楽で
は第四中学校が日本管楽合奏コンテストで最優秀グランプリ賞・文部科学大
臣賞を受賞し、スポーツではウィルチェアーラグビー（車いすラグビー）で羽

は

賀
が

理
ま さ

之
ゆ き

さんが、レスリングでは須
す

﨑
さ き

優
ゆ

衣
い

さんがそれぞれ世界選手権で金メダ
ルを獲得するなど、若者たちが輝いた1年でもありました。また、市内在住の
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さん（108歳）が男女共に県内最高齢者
となり、松戸観光特命大使の北
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婚されるなど、明るい話題もありました。
　今年もさまざまな取り組みを進め、松戸市を、市民の皆さまにとってより住

みやすく誇りを持てる街にしたいと思っています。
　中学生や高校生の支援では、放課後や長期休業中に、家庭や学校以外で
勉強や交流・体験をすることができる、安全で安心な居場所づくりに力を入
れていきたいと思います。
　開催まで1年半となった東京オリンピック・パラリンピックで、松戸市はルー
マニアとドミニカ共和国をおもてなしする「ホストタウン」として登録されてい
ます。ルーマニアはフェンシング・レスリングでオリンピックのメダリストを輩
出し、ドミニカ共和国は女子バレーボールの強豪国です。両国が松戸市で事
前キャンプが実施できるよう、聖火リレーの誘致と共に市を挙げて応援でき
る体制をつくっていきたいと思います。
　春には伊勢丹松戸店が入居していたビルに「キテミテマツド」、秋には北
部市場跡地に「（仮称）テラスモール松戸」と、2つの大型商業施設がオープ
ンします。これを契機に松戸の街に新たな賑

に ぎ

わいが生まれることを期待して
います。
　松戸市のさらなる発展のため、これからも皆さまと一緒に頑張っていきた
いと思いますので、本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
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●七草マラソン交通規制等のお知らせ
●新春恒例！松戸市消防出初式
●特集「平成の30年間を振り返ろう」
●新春クイズ&プレゼント
●県内最高齢者を市長が表敬訪問



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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総合医療センター
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夜間小児急病
センター☎366－0010テレホン

案内サービス

※ 総合医療センターの救
命救急センター側入口
から入ってください。

●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）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（途中下車不可）
 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
●松戸新京成バス「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。
　また、「北松戸駅」と「総合医療センター」間の全ての路線が運休となる時間があります。
　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
規制および松戸新京成バスの一部運休・迂回を実施します。

1月13日㈰開催松戸市七草マラソン大会 世界とつながる世界とつながる
ホストタウン交流！ホストタウン交流！交通規制、バスの迂

う

回
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にご協力をお願いします
問スポーツ課☎703－0601
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第三中学校第三中学校
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第六中学校第六中学校

バス運行・運休情報

規制区間 規制時間
❶⇔❷ 10:00～11:30ごろ❷⇔❸
❷⇔❾ 9:00～11:30ごろ
❷⇔❹

10:00～11:00ごろ
❹⇔❺
❺⇔❻
❻⇔❼
❽⇔❾
⇔   9:00～10:00ごろ1110

案の公表日と公表方法1月7日㈪から、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農政課②高齢者支援課③障害福祉課での閲覧　意見の提出期間と提出方法2月6日㈬〔消印有効〕までに、書面に住所・氏名・案の名称を
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で〒271－8588松戸市役所①農政課 366－1165、
mcnousei@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7328）②高齢者支援課 366－0991、 mckoureisha@city.matsudo.chiba.jp（☎366－
7346）③障害福祉課 366－7613、 mcshougaihukushi@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7348）　※意見に対する個別回答は行いません。

　東日本大震災時に、自主防災組織の代表者として地区内の各団体・商
店・病院など50団体と共に行動した経験をもとに、自主防災組織の役割や
私たち一人一人ができることについてお話しいただきます。
日時1月17日㈭14時～16時　会場市民会館ホール
講師仙台市青葉区川平学区連合町内会会長・島田福男氏
定員先着1,100人　費用無料　※手話通訳、要約筆記あり。
 当日会場で
問危機管理課☎366－7309、 mckikikanri@city.matsudo.chiba.jp

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。 ※会場付近の住民
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。
問消防総務課
　☎363－1116

　リオデジャネイロオリン
ピックや世界のトップレベ
ルの大会で活躍している
ルーマニアのクラウディ
ア・ボボーチャ選手が、1
月13日㈰開催の松戸市
七草マラソン（一般女子
5km）に出場します。世界
トップレベルの走りを間近
で体感してください。

1月14日㈷
会場和名ケ谷スポーツセンター体育室　定員先着
20人　※見学のみの参加も可。  持ち物運動靴、
動きやすい服装　費用無料
 当日会場で
問東京オリンピック・パラリンピック推進課
　☎710－3081

①松戸市都市農業振興計画（案）　
②松戸市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例（案）　
③松戸市身体障害者結婚祝金支給条例を廃止する条例（案）

3.11東日本大震災  その時、地域は！

クラウディア・ボボーチャ選手

ボボーチャ選手と交流し
ませんか～トップアスリート
に学ぶ効果的なランニング法～

 新春恒例！
松戸市消防出初式

パブリックコメント（意見募集）
手続きを実施します

13時30分～14時45分
（13時から受け付け）

1月12日㈯ 10時から
（演技は11時から）

市ホームページ

島田福男氏

市ホームページ

凡例
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 2019（平成31）年松戸市成人式（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 

●広報まつど　2019（平成31）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。 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
お知らせ

家庭用パソコンの処分は適切に
　不用になったパソコンの処分は、パソコ
ン製造メーカー等による回収、または国の
認定事業者リネットジャパン㈱による回収
をご利用ください。　※ノート型パソコン
は、小型家電回収ボックスにも出すことが
できます。詳細は「平成30年度版家庭ご
みの分け方出し方」をご覧ください 廃棄
物対策課☎704－2010

優良建設工事を表彰しました
　2017(平成29）年度に完成した建設工
事の中で特に優良と認められた4件（管工
事1件、建築工事1件、土木工事2件）を表
彰しました。表彰された工事は、現場周辺
への安全対策、周辺住民および交通への
環境対策、綿密な施工管理が評価され
ました 技術管理課☎366－7308

文化ホールの使用受け付け
1/9㈬10時30分から 同ホール

使用期間 2019（平成31）年4月～6月 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

戸定邸で新成人の記念撮影ができます
　今年成人を迎える人は、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　※新
成人の記念撮影では、庭園公開日以外の
日にも庭園に下りて撮影できます 戸定
邸入館料（新成人は無料） 戸定歴史館
☎362－2050

松戸市国民健康保険運営協議会委員を
募集
任期 2019（H31）/4/1～2022（H34）/3/31
任期中に75歳に到達しない松戸市国

民健康保険被保険者で、会議（平日午
後、年4回程度開催）に出席できる人
募集人数 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
不可 1/21㈪〔必着〕までに、国民健
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

1月の松戸競輪開催日程
本場開催 1/4㈮～6㈰=FⅡ〔パンサミット
も同時開催（6面参照）〕場外開催1/4㈮～
7㈪=立川記念（GⅢ）、1/11㈮～14㈷=
和歌山記念（GⅢ）、1/17㈭～20㈰=大宮
記念（GⅢ）、1/24㈭～27㈰=松阪記念（G
Ⅲ）、1/31㈭～2/3㈰=高松記念（GⅢ）
公営競技事務所☎362－2181

都市計画変更案の縦覧
縦覧期間 ①1/4㈮～18㈮②1/15㈫～
29㈫各8時30分～17時（平日のみ）
縦覧場所 ①都市計画課②公園緑地課
①新松戸駅東側地区の用途地域、高度
地区、防火地域および準防火地域、道
路の変更②矢切の渡し公園（下矢切の
一部区域）の追加意見書の提出方法①1/18
㈮②1/29㈫〔消印有効〕までに、直接
または郵送で住所・氏名・電話番号・意
見を記入して〒271－8588松戸市役所
①都市計画課（☎366－7372）②公園
緑地課（☎366－7380）へ

講座・講演・催し

ふれあい教室「朗読をきくかい」
1/9㈬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

松戸競輪場で「ミッドナイト競輪」を開催
　ミッドナイト競輪は、ナイター競輪終了
後の21時～24時までの間に開催する競
輪です。開催時間が深夜となるため、競
輪場に観客を入れずにレースを実施しま
す。車券は電話またはインターネットで
購入できます。レースの模様は衛星放送
やインターネットの競輪専門チャンネル等
で視聴できます。詳細は同競輪場ホーム
ページをご覧ください 開催日時 1/9㈬～
11㈮、1/21㈪～23㈬各21時（第1レー
ス）～23時20分（最終レース） 同競輪場
☎362－2181

市民交流会館「グラウンド・ゴルフ」
1/10㈭・17㈭・24㈭・31㈭各10時～

12時、13時～15時〔雨天・強風中止〕 市
民交流会館（すまいる）屋外運動場 各
210円 当日会場で 同館☎349－
6530

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ」
1/10㈭11時～11時30分 ふれあい

22演奏者日
ひ

向
が

野
の

のりえ（歌）、德川眞弓（ピ
アノ） ふれあい22☎383－0022

二十世紀が丘市民センター「フェイシャ
ル・ヨガ」
1/10㈭・17㈭・24㈭・31㈭各15時～

16時 同市民センター 顔のたるみ、
むくみの改善・予防、健康促進 各500
円 各先着30人 電話で同センター☎
392－7021へ

住宅リフォーム①相談②市民講座
1/12㈯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
ダー道場まつど」
1/12㈯14時～16時30分 松戸観

光案内所2階 マウス操作ができる小
学生（要保護者同伴） 先着10人 ノー
トパソコン（貸し出しあり） 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

犯罪ゼロを目指し、ひったくり防止自転
車かごカバーや自転車盗・空き巣対策
グッズを配布します
　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 1/15㈫10時～10時30分 稔台
公園（稔台2の21の16）、八光台公園（八
ケ崎1の42） 各先着100人 市民安全
課☎366－7285

シティー・ミニコンサート「竹林を抜ける
風の音・尺八」
1/16㈬12時15分～12時45分（11時

30分開場） 市議会議場曲目佐
さ

山
やま

菅
すが

垣
がき

 
（琴古流尺八本曲）、白鳥（サン・サーンス）
他演奏者アーミン・ローベック（尺八）
先着150人 当日会場で 生涯学習推
進課☎367－7810（演目）、議会事務局
☎366－7381（会場）

古民家「旧齋藤邸」造形講座～東照宮の
魅力・仏像の見分け方を学ぼう！～ 
1/17㈭10時30分古民家「旧齋藤邸」

集合、15時解散 日本画家・泉晴
せ い

行
こ う

氏
先着30人 昼食・飲み物 1/10㈭ま

でに、電話で社会教育課☎366－7462へ

野鳥観察会（国分川）
1/19㈯8時15分松戸駅東口デッキ上集

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

東葛飾地方家庭科、技術・家庭科作品展
1/19㈯・20㈰各9時30分～16時30分
さわやかちば県民プラザ（柏市） 東葛

飾地域の小・中学校の児童・生徒が授業や
クラブ活動等で製作した代表作品を展示
指導課☎366－7458

矢切町歩きと「矢切ねぎ」収穫見学
1/19㈯10時北総線矢切駅駅前広場

集合、12時30分解散〔小雨決行〕 先着
25人 ネギを入れる袋 1,200円 1/11
㈮〔必着〕までに、往復はがきに氏名・住
所・電話番号・返信用宛名を記入して、
〒271－0092松戸市松戸1874　（一社）
松戸市観光協会松戸探検隊ひみつ堂「矢
切ねぎ係」（☎727－7825、㈪を除く10
時～17時）へ

松戸市小中学校書初展
1/23㈬～27㈰各10時～18時 文化

ホール　※1/25㈮午後は特別賞授与式
を行うため一部見学ができません 指導
課☎366－7458

東部市民センター「さわやかヨガ教室」
1/24㈭・31㈭各10時～11時 同セン

ター 各800円 各先着30人 電話で
同センター☎391－3701へ

経営者講習会「私が社長です。～アパホ
テルから学ぶ地域企業の成功哲学～」
1/24㈭19時～21時 松戸商工会議

所 アパホテル㈱社長・元
も と

谷
や

芙
ふ

美
み

子
こ

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「無料講演会担当」 365－0150、
yeg@matsudo-cci.com（☎364－

3111）へ 商工振興課☎711－6377

講演会「最新鋭テクノロジーと共感力」
1/26㈯13時30分～15時 さわやか

ちば県民プラザ（柏市） 東京工業大学教
授・梅室博行氏 先着40人　※一時預り
あり（1歳～未就学児、先着6人、1/9㈬ま
でに要申込） 郵送または電話・FAXに住
所・氏名・電話番号を記入して、〒260－
0001千葉市中央区都町2の1の12　千
葉県男女共同参画センター☎043－420
－8411、 043－420－8581へ

パッと目を引くチラシのデザイン～明日
から使えるテクニックを伝授～
1/26㈯10時～12時 まつど市民活

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

新松戸市民センター「サークル発表会」
1/27㈰10時～16時 同センター フ

ラダンス・太極拳などの発表、書道作品・
花の展示 同センター☎343－6500

会 議

教育委員会会議
1/10㈭10時から 京葉ガスF松戸ビ

ル5階会議室（傍聴は9時30分から受け付
け） 教育企画課☎366－7455

戸定邸保存活用審議会
1/16㈬13時30分から 戸定が丘歴史

公園内松雲亭傍聴定員 先着6人（13時20
分まで受け付け） 戸定歴史館☎362－
2050

総合医療センター皮膚科外来は1月24日㈭に休診します
問同センター同外来☎712－2511（代表）

健康塾「腎臓ってなに？」
　知っているようで知らない腎臓のことを分かりやすくお話しします。
日時1月23日㈬14時30分～16時　会場東松戸病院1号館2階大会議室
講師同病院病院長・木村亮　定員先着60人　費用無料
電話で同病院保健福祉医療室☎391－5500へ

がん患者・家族「緩和ケア教室」
1月25日㈮14時～15時（13時45分から受け付け）　会場総合医療センター
8階特別カンファレンス室　内容がん患者が使える社会資源「ソーシャルワー
カーがお手伝いできること」　定員先着15人　費用無料
問同センターがん診療対策室☎712－2511（内線1025）、 712－2573

東松戸病院開設25周年記念講演会「認知症の予防と支援」
1月26日㈯13時～14時30分（12時30分開場）　会場松戸ニッセイエデン
の園大ホール（東松戸病院隣）　講師東京都健康長寿医療センター研究所自
立促進と精神保健研究チーム・宇

う

良
ら

千
ち

秋
あ き

氏　定員先着100人　費用無料　
※手話通訳、要約筆記あり。　
問同病院総務課☎391－5500（代表）

まつど健康マイレージ付与…
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みんなで平成の30年間を 振り返ろう
年（西暦） 全国のできごと
平成 元年
(1989)

◦消費税が導入（税率3％）　
◦日経平均株価が史上最高値に

平成  2年
(1990) ◦礼宮さまと川嶋紀子さんご成婚（秋篠宮家創設）

平成  3年
(1991)

◦長崎県・雲仙普賢岳で火砕流
　発生

平成  4年
(1992)

◦プロ野球チームのロッテが
　千葉県に本拠地を移転
◦東海道新幹線「のぞみ」の
　運転スタート

平成  5年
(1993)

◦Jリーグが開幕
◦皇太子さまと小和田雅子さん
　ご成婚

平成  6年
(1994) ◦関西国際空港が開港

平成  7年
(1995)

◦兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）が発生
◦地下鉄サリン事件が発生

平成  8年
(1996)

◦病原性大腸菌O-157による
　食中毒が全国各地で流行

平成  9年
(1997) ◦消費税が5%に増税

平成10年
(1998)

◦全国の郵便番号が7桁となる
◦長野オリンピック・パラリン
　ピックが開催

平成11年
(1999)

◦地域振興券が発行
◦男女共同参画社会基本法が成立

平成12年
(2000)

◦北海道・有珠山噴火
◦BSデジタル放送が開始

平成13年
(2001)

◦行政機関情報公開法が施行
◦JR東日本のICカード
　「Suica」のサービス開始

平成14年
(2002)

◦完全学校週5日制が始まる
◦サッカーワールドカップ
　日韓大会でベスト16に

平成15年
(2003)

◦小惑星探査機「はやぶさ」が
　打ち上げられる

平成16年
(2004) ◦新紙幣が発行

平成17年
(2005)

◦「愛・地球博」（愛知万博）が
　開催

平成18年
(2006)

◦日本の65歳以上の人口率が
　世界最高に

平成19年
(2007) ◦郵政民営化

平成20年
(2008)

◦ふるさと納税開始
◦後期高齢者医療制度が創設

平成21年
(2009)

◦裁判員制度が施行され、同年
　初の裁判員裁判が実施
◦日本初の宇宙ステーション補
　給機が国際宇宙ステーション
　との接続に成功

平成22年
(2010)

◦日本年金機構が発足
◦小惑星探査機「はやぶさ」が地
　球へ帰還

平成23年
(2011)

◦東北地方太平洋沖地震（東日本
　大震災）が発生
◦地上アナログテレビ放送が終了

平成24年
(2012)

◦復興庁が発足
◦東京スカイツリー®開業

平成25年
(2013)

◦復興特別所得税が導入
◦2020年オリンピック・パラリン
　ピック開催地が東京に決定

平成26年
(2014)

◦小惑星探査機「はやぶさ2」が
　打ち上げられる
◦消費税が8%に増税

平成27年
(2015) ◦マイナンバー順次通知

平成28年
(2016)

◦選挙権年齢が18歳以上に
　引き下げ

平成29年
(2017)

◦天皇の退位等に関する皇室典範特例法が成立
◦上野動物園でパンダが誕生し、「シャンシャン」と命名

平成30年
(2018) ◦2025年万国博覧会の会場が大阪市に決定

年（西暦） 松戸のできごと
平成  2年
(1990)

◦図書館全館がオンライン化
◦中学校給食開始

平成  3年
(1991)

◦北総開発鉄道（現・北総鉄道）全線開通
　(矢切・秋山・東松戸・松飛台駅開業）
◦戸定が丘歴史公園・戸定歴史館（戸定邸
　を含む）がオープン

平成  5年
(1993)

◦市制施行50周年記念式典を挙行、
　市民憲章を制定
◦21世紀の森と広場・森のホール21・
　博物館がオープン
◦福祉医療センター(東松戸病院、梨香
　苑)開院

平成  7年
(1995) ◦和名ケ谷クリーンセンターが完成

平成  9年
(1997) ◦松戸市公式ホームページを開設

平成10年
(1998)

◦JR武蔵野線「東松戸駅」が開業
◦健康福祉会館（ふれあい22）が開館
◦人権尊重都市宣言

平成11年
(1999)

◦松戸市民栄誉賞を新設（同賞の受賞者の一覧は5面）
◦柿ノ木台公園体育館がオープン

平成14年
(2002)

◦オーストラリア・ホワイトホース市との姉妹都市提携記念日の5月12日を
　「グリーンツリーデー(樹の日)」に制定（詳細は5面）
◦「市の木」「市の花」「市の鳥」を制定

平成15年
(2003)

◦皇后陛下が戸定歴史館へ行啓
◦松戸市行政サービスセンターが松戸駅構内にオープン

平成16年
(2004)

◦二十世紀梨交流100周年を記念して鳥取県倉吉市と「梨
あり

の実交流宣言」、
　記念イベントを開催
◦松戸みどりの市民憲章制定

平成17年
(2005)

◦市議会本会議のインターネット録画
　放映開始

平成18年
(2006) ◦戸定邸が国の重要文化財に指定される

平成19年
(2007) ◦東松戸ゆいの花公園が開園

平成20年
(2008)

◦琴欧洲関（佐渡ケ嶽部屋）が夏場所で優勝し、
　祝賀会とパレードを開催

平成21年
(2009) ◦天皇皇后両陛下が戸定歴史館へ行幸啓

平成22年
(2010)

◦松戸市出身の山崎直子宇宙飛行士の
　帰還歓迎パレードを開催

平成23年
(2011) ◦市内小・中学校に言語活用科を導入

平成24年
(2012)

◦近隣や遠方の自治体と災害時相互応援
　協定を締結
◦松戸市放射能対策総合計画を策定

平成25年
(2013)

◦松戸市のロゴマーク・スローガンが決定
◦地域包括支援センターを開設

平成26年
(2014)

◦原動機付自転車のオリジナルナンバープ
　レートの交付

平成27年
(2015)

◦「旧徳川昭武庭園（戸定邸庭園）」が国指定
　名勝に
◦上野東京ライン開通
◦専修大学松戸高校が松戸初の甲子園出場

平成28年
(2016)

◦佐渡ケ嶽部屋所属の大関・琴奨菊関が初場所で優勝し、松戸駅西口で優勝報
　告会とパレードを開催
◦東松戸小学校が29年ぶりの市立小学校として開校
◦2020東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ・ホストタウン
　登録を前提にドミニカ共和国と覚書を交わす

平成29年
(2017)

◦古民家「旧齋藤邸」が国の登録有形文化
　財（建造物）に市で初めて登録
◦ルーマニアオリンピック委員会等と
　2020東京オリンピック競技大会の事
　前キャンプに関する覚書を交わす
◦日経D

デ ュ ア ル

UAL「共働き子育てしやすい街
　ランキング2017」全国編1位を獲得
◦市立病院が移転し、「市立総合医療セン
　ター」が開院

平成30年
(2018)

◦市制施行75周年
◦明治期の姿に復元した「旧徳川昭武庭園（戸定邸庭園）」の公開開始
◦松戸市初の高速道路・東京外環自動車道松戸インターチェンジ開通

平成29年12月27日に移転・開院した
「総合医療センター」

従来の「ひかり」「こだま」に続き、
東海道新幹線「のぞみ」の運転
スタート　写真提供：共同通信社

長野五輪を記念して発行された
記念硬貨　写真提供：共同通信社

東京近郊区間に導入された
ICカード「Suica」。画像は定期券仕様

　写真提供：共同通信社

国際宇宙ステーションの
日本実験棟「きぼう」本体（左）に
接続直前の船外実験施設

写真提供：NASAテレビ＝共同

万博閉幕後は愛知県瀬戸市民として
住民登録されたマスコット

キャラクターのモリゾー（右）とキッコロ
写真提供：共同通信社

タワーとしては世界一高い
「東京スカイツリーR」の

高さは634m

東京五輪招致委員会の記者会見での
オリンピック・パラリンピックの選手達

　写真提供：共同通信社

平成2年から20年まで設置されていた
「松戸駅西口からくり時計」

開館当初の森のホール21

東日本大震災により市内にも
被害がありました

甲子園に出場した
専修大学松戸高校の皆さん

平成15年から18年に松戸駅東口に
「バンダイミュージアム」がありました

Ⓒ創通・サンライズ

※肩書等は当時のものです。 ※肩書等は当時のものです。
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受賞された方々
矢切の渡し船頭・杉浦正雄氏〔平成11年8月〕
帝国ホテル料理顧問・村上信夫氏〔平成13年11月〕
阪神タイガース打撃コーチ・和田豊氏〔平成13年11月〕
宇宙飛行士・角野（山崎）直子氏〔平成13年11月〕
埼玉西武ライオンズ・涌井秀章氏〔平成21年12月〕
医師・天野篤氏〔平成24年5月〕
ウィルチェアーラグビー日本代表・羽賀理之氏〔平成28年10月〕

平成に顕彰された名誉市民
元松戸市長・宮間満寿雄氏〔平成7年6月〕
元参議院議長・倉田寛之氏〔平成20年6月〕
宇宙飛行士・山崎直子氏〔平成22年6月〕

　新天皇の即位に伴い、今年
の5月に改元を控えています。
そこで平成の松戸市の歩みを
振り返ります。

みんなで平成の30年間を 振り返ろう
東京側から望んだ平成元年の松戸市街地

まだカツラの木が幼かったころの21世紀の森と広場

平成30年に明治時代の庭園を
再現する工事が完了しました

平成30年6月2日に開通し、
市内初の「松戸インターチェンジ」が設置されました木々が力強く生い茂りました

平成元年当時の戸定邸と庭園

松戸市は2020年東京オリンピック・パラリンピックにおけるドミ
ニカ共和国・ルーマニアのホストタウンに登録され、一部の競技の
事前キャンプを市内で行う予定です！

平成11年3月時点の
東京外かく環状道路工事の様子

　平成の時代、我が国はグローバル化が進み、近年は外国から観光や就労等を目的とした人たちも多数訪れています。
松戸市でも、世界の人たちとの交流が進みました。

市内の施設・道路の現在と過去を振り返ります。

平成に松戸市名誉市民に顕彰された方々と松戸市民栄誉賞を受賞された方々を紹介します。※肩書等は当時のものです。

ドミニカ共和国にて梨の苗木を植樹
（平成30年1月）

七草マラソンに参加した
ルーマニアの2選手（平成30年1月）

21世紀の森と広場

松戸市名誉市民（昭和49年4月1日制定） 松戸市民栄誉賞（平成11年7月1日制定）

　戸定邸と庭園 東京外かく環状道路

　市では、市の誇りとなる顕著な業績を上げ、市の名声を高める
とともに、市の誉れとして次世代に語り継がれる方を対象に表彰
を行っています。

　市では、公共の福祉を増進し、または文化の進展に貢献し、
その功績が卓絶である方に対して、松戸市名誉市民の称号を
贈っています。

姉妹都市・ホワイトホース市との交流
　松戸市の姉妹都
市といえば、オース
トラリアのホワイト
ホース市。 姉妹都
市の調印は昭和46
年ですが、この調印
日である5月12日を
「グリーン・ツリー・
デー」と定めたのが
平成14年。以来、毎年この日に両市でそれぞれ記念植樹
を行っています。
　また、姉妹都市提携25周年の平成8年以降、5年ごと
に両市の市長が交互に訪問し、交流を深めています。最

近では、 平成28
年に提携45周年
を記念して松戸市
の訪問団がホワ
イトホース市を訪
問しました。次回
（2021年）は記念
すべき50周年の節
目になります。

ドミニカ共和国との交流
　ドミニカ共和国とは、梨を通
じた交流が進んでいます。平成
28年に市内の梨園を訪れた同
国農地庁長官と梨の交流につい
ての覚書を交わし、同国で梨を
栽培するための研究が続いてい
ます。平成30年1月には同国の
農牧林研究所に梨の苗木を植樹
し、梨栽培の専門家等の協力を
得て栽培の技術指導を行ってい
ます。

ルーマニアとの交流
　平成28年の松戸市七草マラソ
ン大会にルーマニアの陸上競技
選手を招待したことから、毎年同
大会に同国の代表クラスの選手
が参加してくれるようになりまし
た。平成30年11月には、市長をは
じめとする訪問団が同国を訪問
し、東京2020大会の事前キャン
プ実施に向けた協議を行うととも
に、文化交流も推進していくこと
を確認し合っています。

写真で
振り返る
平成

平成で
進んだ
松戸市の
国際交流

平成に
活躍した
松戸市
ゆかりの
人たち 平成22年に行われ

た山崎直子氏の帰
還歓迎パレード

第1回グリーン・ツリー・デー
（平成14年5月）

松戸市訪問団がホワイトホース市を訪問
（平成28年5月）
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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・4金10:00
～15:00☎368－1333

第2～5水、
第4金 10:00～15:00 社会福祉協議会

（社福）松戸市
社会福祉協議会
☎368－1333

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 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 9:00～17:00 常盤平児童福祉館☎384－7867
※同館は休館中ですが相談のみ受け付けます来所予約制

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1月・木 14:00～20:00
男女共同参画課（相談室直通）

☎363－0505
第2～4月・木 10:00～16:00 

男性対象
（電話相談） 第1・3金 17:30～20:30

まつど女性就労・両立支援
相談（第2木は起業相談も） 毎週火・木 10:00～15:00 ゆうまつど（2階） 男女共同参画課

☎364－8778

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
市政相談・一般民事相談 平日 8:30～17:00★

市役所本館2階相談コー
ナー☎366－1162

※最終受付は、各相談の
終了時間のおおむね30
分前
※法律相談は、裁判中
や調停中の事件は相談
できません

※不動産・登記相談の
予約は、相談日の1カ月
前から前日の17時まで
※税務相談の予約は、
相談日の1カ月前から
前 日々の17時まで

一般民事相談専用
（広報広聴課
広聴担当室）
☎366－7319

※一般民事相談は
金銭・身の上・相続・
離婚・家庭問題等
の簡単な法解釈を
要する相談

行政書士相談
事務局予約専用
☎316－1950（初見）
（平日9時から17時）

法律相談
（随時予約）

第1月   9:00～12:00
第3・4月
第2～5火・木 13:00～17:00

交通事故相談 毎週月・火・木 9:00～17:00★

外
国
人
相
談

英語・中国語 第3火
  9:00～12:00スペイン語 第2火

タガログ語 第2・4火
ベトナム語 第4金 13:00～16:00

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
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

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

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3・4木   9:00～12:00 行政経営課相談コーナー 行政経営課
☎366－7311
法務局人権ダイヤル
☎0570－
003－110

第4水
10:00～15:00★

東部支所
第1金 新松戸市民センター
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
風の丘☎375－8447

◆パソコン初心者講習「基本操作とカレ
ンダーづくり」
2/28㈭までの希望日の10時～12時、

13時～15時、15時～17時、18時～20時
NPO快適IT空間・松戸教室（市民劇場

向かい） 各回1人 2,000円 電話で
同教室・石井☎703－7284へ
●健康麻雀見学・体験会
㈪㈬㈭㈮12時～17時 健康麻雀サー

クルひまわりの会事務所（JR新八柱駅下
車） 中級者以上 各1,200円 電話で
同会・小林☎070－6436－3577（昼間の
み）へ
●ゼロから始める健康マージャン教室
1/7㈪11時～12時30分 松戸駅周辺

の麻雀店 初心者 1,000円 健康麻雀
サークル笑

え

心
ごころ

・鈴木☎080－6566－5260
●聞き方一つで人間関係が変わる（聞き
方コース）〔全8回〕
1/7㈪・28㈪、2/18㈪、3/11㈪・25

㈪、4/8㈪・22㈪、5/13㈪各13時30分
～15時30分 勤労会館 筆記用具
8,000円 電話でHR松戸話し方研究会・
眞
さな

田
だ

☎367－0671へ
●健康体操体験教室（ストレッチ等）
1/9～30の㈬9時20分～10時50分
小金原体育館 50歳以上の女性 各

500円 電話で健康体操さざんか・田中
☎341－9711へ
●詩吟を楽しむ会〔全3回〕
1/10㈭・17㈭・31㈭各10時～12時
稔台市民センター 筆記用具 100

円 電話で翔
しょう

龍
りゅう

会
かい

・山岸☎080－5420
－1540へ
◆司法書士法律相談
1/12～2/23の㈯10時～15時 松戸

商工会議所 各先着8人 電話でちば司
法書士総合相談センター☎043－204－
8333へ
◆篠笛・お祭囃

ば や し

子・神
か ぐ ら

楽見学会
①1/12㈯18時～20時②1/24㈭14

時～16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「矢切の斜
面林と初詣」〔雨天中止〕
1/13㈰9時30分北総線矢切駅改札

口集合、14時現地解散 飲み物、弁当、
敷物、歩きやすい服装 300円（小学生
以下無料） 当日集合場所で 緑のネッ
トワーク・まつど・高橋☎090－2935－
9444
◆成年後見制度個別相談会
1/14㈷、2/4㈪各13時～16時 勤労

会館 電話で認定NPO東葛市民後見人
の会松戸支部・上野☎368－0488へ
●セカンズ25周年記念コンサート
1/14㈷13時30分～15時30分 市

民劇場 音楽愛好会セカンズ・太田☎
090－1424－8936

認知症講座・あなたの介護は誰がす
る？
1/15㈫13時～15時 八ケ崎市民セン

ター 当事者・家族 先着20人 500円
電話で介護・認知症の家族と歩む会・松

戸・北川☎090－5509－5398へ
●私の理想の暮らしを手に入れよう～！
1/17㈭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
﨑☎090－2545－4746（昼間のみ）へ
◆ともしび読書会
1/17㈭10時～12時 ゆうまつど

テキスト『ツバキ文具店』小川糸著 200
円 電話で同会・高橋☎389－8835へ
◆コンサートと医療・介護の講演「めざそ
う健康長寿者」
1/17㈭14時～16時 市民劇場 市

福祉長寿部長他 先着300人　※まつ
ど健康マイレージ5マイル対象 松戸ク
ラシック音楽を楽しむ会☎090－1805－
2206
◆松戸歌声サロン「童謡唱歌・叙情歌を
歌う」
1/21㈪14時～16時 松戸アリエッ

タホール（松戸駅下車） 先着50人
1,200円 電話で同サロン・金

かね

谷
や

☎090
－3491－7373へ

◆男の料理
1/24㈭10時～14時 市民会館 先

着5人 1,000円 電話で料親会・今野
☎090－5557－7813へ
◆けん玉教室（指導と段・級認定）
1/26㈯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
◆落語会（春

しゅん

風
ぷう

亭
てい

昇
しょう

也
や

・雷
かみなり

門
もん

小
こ

助
すけ

六
ろく

）
1/26㈯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
◆ふっくら肉まん作りと交流会
1/27㈰10時～14時30分 市民会館
先着40人 1,000円 電話で食の安

全安心を考える市民の会・谷口☎361－
2092へ

◆元外交官 孫
まご

崎
さき

享
うける

さんが語る「21世紀の
戦争と平和」
2/2㈯14時～16時 松戸商工会議所
先着150人 500円 電話で東葛総合

法律事務所友の会・齋藤☎367－1313へ
●硬式テニス教室①②⑥初心者③④ジュ
ニア⑤ナイター⑦親子
2月～4月の①㈮②㈫③㈬④⑦㈭⑤3月

～6月の㈰㈪㈮のいずれか⑥3月～5月の
㈪ ①②④⑥⑦栗ケ沢③中央⑤金ケ作各
公園庭球場 ①②⑤⑥中学生以上③④
5歳～小学生⑦4・5歳児と親 先着①②
各30人③40人④10人⑤90人⑥60人⑦
6組 ①②⑥各10,000円③④各7,500
円⑤14,000円⑦1回1組700円 1/15
㈫〔必着〕までに、松戸市テニス協会ホーム
ページで 同協会☎341－1133（㈫㈭㈯
12時30分～16時30分のみ）

●新松戸カンフークラブ
㈮19時～20時30分、㈰10時～11

時30分 青少年会館 高校生以上
月3,000円 3,000円 長塚☎090－
5754－8925
●ダンスサークルメイ
㈯19時～21時 常盤平体育館 中

級者 月3,000円 1,000円 江原☎
090－3341－1749
●モハラワヒネフラダンス
第2・4㈬、第1・3㈮各10時～12時
矢切公民館 月2,000円 大貫☎

090－7018－0242

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）  ※記載がないものは無料　 …申し込み先　 …問い合わせ先

、 マークは市民活動助成事業です）

時間①③④⑥⑨各9時～12時②⑤⑦
⑧⑩～⑫各13時～16時　会場①～
⑤常盤平市民センター⑥～⑫シニア
交流センター　対象40歳以上　費
用①～⑥⑨～⑫各4,000円⑦⑧各
8,000円（別途教材費各500円程度）
申1月23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スマホ・
パソコン教室係 330－5008（☎
330－5005）へ

スマホ・パソコン教室 要申込シルバー人材センター

コース 日程
①スマホの選び方 2/  5㈫
②スマホ入門 2/  5㈫
③スマホ・アプリ 2/19㈫
④タブレット（iPad）入門 2/  7㈭
⑤タブレット（iPad）実用 2/19㈫
⑥パソコン入門 2/13㈬
⑦Word基礎〔全2回〕 2/14㈭・21㈭
⑧Excel基礎〔全2回〕 2/20㈬・27㈬
⑨Windows10の操作 2/14㈭
⑩デジカメ写真取込・印刷 2/12㈫
⑪パソコンで確定申告 2/13㈬
⑫個人授業 2/  6㈬
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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



◆3.11東日本大震災　その時、
地域は！
1/17㈭14:00
危機管理課☎366－7309

◆住宅防火防災推進シンポジウム
1/26㈯13:15
（一財）日本防火・危機管理促
進協会住宅防火対策推進協議
会・松井☎03－3593－2823
◆市立第四中学校吹奏楽部OB
会　定期演奏会
1/27㈰14:00　
同会・福田☎080－3309－

0519

◆最後まで自分らしく住み慣れ
たまちで暮らしていくために
1/29㈫13:30
高齢者支援課☎366－7343

◆爆生！！お笑いin松戸
3/2㈯13:30、16:30
会場大ホール　費用全席指定 
3,800円（当日券4,300円）　※
3歳以上有料、3歳未満入場不
可
◆T-BOLAN 30th Anniversary
LIVE Tour 「the Best」～励

レイ

～
3/9㈯17:30　　
会場大ホール　費用全席指定 
6,800円（当日券7,300円）　
※4歳以上有料、3歳以下膝上
可。ただし、席が必要な場合は
有料（2/2発売）
◆はるかぜ30周年記念コンサー
ト「虹色のえんぴつ」
5/12㈰14:30　　
会場大ホール　費用全席自由 
1,500円、中学・高校生800円、 
障がい者・ 小学生以下500円
（当日券各200円増）　※3歳以
上チケット必要

◆ECCジュニアBS三ケ月＆新松
戸幼稚園前教室学習発表会　
1/6㈰12:45
宮川☎312－1311

◆セカンズ25周年記念コンサート
1/14㈷13:30
太田☎090－1424－8936

◆コンサートと医療・介護の講演
1/17㈭14:00
大谷☎090－1805－2206

◆松戸市夜間中学講演会
1/18㈮13:30
教育企画課☎366－7455（事

前申込制）
◆松元ヒロ ソロライブin松戸  ★
1/19㈯16:00
NPO子どもっとまつど・駒口

☎344－2272（事前申込制）
◆東邦ちばミューズの会 ニュー
イヤーコンサート
1/20㈰14:30
瀬戸☎04－7196－4605

◆松戸童謡の会 童謡を歌う（月
例会）　★
1/23㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆P
ピ テ ィ ナ

TNAピアノステップ
1/26㈯10:30
PTNA松戸コアラの森ステー

ション☎384－9181

◆①ズンバ②ヨガ
①1/7㈪・21㈪各15:10～16:00
②1/11～25の金曜15:00～16:30
会場柿ノ木台公園体育館　対象
18歳以上　定員各先着30人
費用各500円 同体育館☎331
－1131
◆①ピラティス②初めてのフラ
①1/7㈪・21㈪各13:30～14:30
② 1月の土曜 11:10～12:00
会場常盤平体育館　対象18歳
以上　定員各先着30人　費用
各500円　 同体育館☎386－
0111
◆初めての①パワーヨガ②フラ
①1/9～30の水曜11:00～12:00
②1/11～25の金曜10:00～10:50
会場小金原体育館　対象18歳
以上　定員各先着30人　費用
各500円　 同体育館☎341－
2242
●グラウンド・ゴルフ教室
1/14㈷9:00～12:00　会場
東漸寺本堂裏広場（駐車場使用
不可）　 堀☎344－1735

日時 会場（駐車場はありません）
1/  8㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
1/15㈫11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・システム（野菊野こども園内）
1/18㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
1/23㈬10:30～11:00 E-こどもの森 ほっとるーむ新松戸
1/24㈭10:30～11:00 矢切公民館
1/25㈮10:30～11:00 常盤平市民センター
1/25㈮11:20～11:50 根木内こども館
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～

1月25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　対象小学校で読み聞かせ活動をしている人
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

1月11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歳～3歳くらいの子と保護者

親子絵本講座

1月13日㈰10時30分～11時30分　会場子ども読書推進センター
対象3歳児以上

柳
やなぎ

家
や

千
せん

寿
じゅ

氏と子どもたちの落語「落語っておもしろい！」

1月10日㈭・18日㈮・22日㈫・24日㈭・25日㈮・29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

時間15時30分～16時　
対象幼児～小学生と保護者

日程 会場
1/11㈮ 明市民センター
1/16㈬ 東部スポーツパーク
1/18㈮ 五香市民センター

1/22㈫ 小金市民センター
（分館内）

日程 会場

1/24㈭ 和名ケ谷スポーツセン
ター（分館内）

1/25㈮ 新松戸市民センター

市民センターおはなし会

共 通  費用無料　  子ども読書推進センター☎331－0077子ども読書推進センターからのお知らせ

日程 内容（★は有料） 開演
時間 問い合わせ先

大
ホ
ー
ル

6㈰
新春特選落語会 三遊亭小遊
三・林家たい平 対決！！大月VS
秩父 松戸編　★

11:00 夢空間☎03－5785－0380

16㈬ 松戸地区高等学校音楽会 10:30 松戸国際高校・鯖瀬☎386－0563

19㈯
美輪明宏ロマンティック音楽会 
～抒

リリック

情の夕
ゆう

べ～　★
17:00 Ro-Onチケット☎365－9960

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

27㈰ バレエスタジオ ティアラ 発表会 16:00 同スタジオ☎080－8842－6280

小
ホ
ー
ル

6㈰ ゆいの花音楽会ファミリーコンサート 13:30 駒木☎080－3511－5364

11㈮ 松戸市民カラオケ歌謡協会 初春歌謡祭 9:30 松本☎090－4742－4792

12㈯ ファミリーコンサート 13:30 森のおんがくたい・湯田☎080－5085－8627
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

図書館からのお知らせ

1月15日㈫は図書館本館・分館全て休館です。
※休館中も返却ポストは利用できます。

共通 1月5日㈯から、同館ホームページ、電話または直接
同館☎365－5115へ（分館窓口でも受け付け可）

　調べ物に役立つ本・参考図書の使い方を、クイズ等を交えて楽しく学びます。
日時1月31日㈭13時45分～15時30分　会場図書館本館　講師同館職員　
定員先着10人

　昭和30年ごろに人々の生活の場として栄えた「松戸宿」について、講義とガイド同
伴の松戸宿探検を通して学ぶ講座です。
日時2月9日㈯14時～15時40分　会場子ども読書推進センター　講師（一社）松戸
市観光協会副会長・石上瑠美子氏　定員先着50人

　昨年大好評だったパンサミットを今年も開催します。新年の
松戸競輪場でおいしいパンはいかがですか？
日時1月4日㈮～6日㈰各10時から（なくなり次第終了）　
会場同競輪場　費用入場無料  出店予定店舗サンエトワー
ル、ボナペティート、パン・ド・ヒロ、佐藤ベーカリー、手作り
パン ナトリ、パブラッタ、とうふ工房 豆のちから
（5日のみ）
※出店店舗は変更になる場合があります。
※詳細は同競輪場ホームページをご覧ください。
問同競輪場☎362－2181

問図書館☎365－5115

松戸松戸パンサミットパンサミット
in松戸競輪場in松戸競輪場

  松戸の有名パン屋さんが大集合！

矢切分館は、総合福祉会館の点検作業のため1月14日㈷に臨時休館します

図書館活用講座 要申込

同競輪場
ホームページ

同館
ホームページ

　司書と学ぶ図書館の使い方～探し方の道しるべ・参考図書編～

　“わたし”が愛する松戸宿～古き良き昭和をたずねて～

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※申し込みは当日会場で。
●はスポーツ推進委員主催市民会館

☎ 368－1237   ★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。

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。

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。
 https://www.morinohall21.com/
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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。



応募フォーム

「広報まつど」についてのアンケート

※1人1通のみとします。 
※応募は市内在住の人に限ります。 
※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。  
※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。

【応募方法 】
はがき（記入要領を参
考）または市ホームペー
ジの応募フォームでご
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

1

2

3

4

5

充実してほしい記事は何ですか（3つまで）
①市の政策・計画・制度等　②イベント情報　③子育て世代向け情報　④高齢者
向け情報　⑤健康に関する情報　⑥ユーカリひろば　⑦最新の話題（表彰、協定
締結等）　⑧その他（　　　　）
定例コーナーの中でよく読むものは何ですか（2つまで）
①幸せアルバム（赤ちゃん・新婚カップル紹介）　②スポットライト（市にゆかり
のある人のインタビュー）　③この頃は、ハッ！／この頃は、ハ…ビッ！（国際交
流員コラム）　④ホストタウン通信　⑤GO!GO!本郷谷（市長コラム）　⑥あなた
の健康（松戸市医師会・松戸歯科医師会コラム）　⑦年4回の市民活動特集
大きさやページ数、発行頻度はどのように感じますか
A紙面の大きさ
①もっと大きい方が良い（日刊紙サイズ）　②今のままで良い（タブロイド判サイ
ズ）　③もっと小さい方が良い（A4サイズ）
Bページ数（現在は8ページまたは12ページ）
①もっと多い方が良い　②今のままで良い　③もっと少ない方が良い
C発行頻度（現在は1日号と15日号の月2回）
①月1回で良い　②今のままで良い　③もっと増やした方が良い

紙面に登場してほしい松戸ゆかりの人がいたら教えてください
広報まつどへのご希望・ご感想を自由にお書きください

         1月10日  ㈭〔消印有効〕 締め切り
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戸定歴史館共通入館券＆
博物館キャラクター

「コシッキー」クリアファイル

和柄ステンレス
コースター

ルーマニア製小物セット（しおり
＆布、手鏡＆ポストカード、木製
コースターのいずれか）とメモ帳
のセット

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「鼓

こ

童
ど う

（太鼓  
芸能集団）交流公演2019」
入場チケット

保冷・保温ビッグレジャーバッグ
（2Lペットボトル8本収納可能）

松戸さんぬいぐるみ
（松戸中央ライオン
ズクラブ提供）

自転車用ワイヤー
ロックとチーバくん
反射材のセット

まつドリトートバッグ・手鏡・絆
ば ん

創
そ う

膏
こ う

と
ハートラちゃん×ハローキティクリア
ファイル（まつドリシール＆
塗り絵入り）のセット

クリンクルちゃん3色ボールペン＆
燃やせるごみ専用松戸市認定
ごみ袋と台所グッズのセット

Aまつどの歴史賞 B国際交流賞 C（公財）松戸市国際交流協会賞

F森のホール21賞

D 消費生活センター賞

J松戸さん賞

Eちばサイクルール賞

HまつどD
で

E子育て賞

Iクリンクルちゃん賞

G（一社）松戸市観光協会賞

30  組
（2人1組） 10人 8人

10  組（2人1組）

10人

10人

10人

20人

10人

10人
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。

※セットの種類は選べません。

※絵柄は2種類あります。
（選べません）

松戸市観光協会加盟店の
お菓子引換券

N原
は ら

 嵩
しゅう

選手
（専修大学
松戸高校出身）

M涌
わ く

井
い

 秀
ひ で

章
あ き

選手
（松戸市出身）

マリーンズ賞

各2人

カレンダーセット
（A2壁掛・卓上タイプ）

Kレイソル賞

5人

サイン色紙

Lジェッツ賞

5組（2人1組）Bリーグ 千葉ジェッツ
公式戦観戦チケット

ⓒC.L.M.

ⓒCHIBA JETS 
FUNABASHI/
PHOTO JunjiHara

※写真はイメージです。

全長約20cm

5人

日時3月2日㈯15時5分から
会場 船橋アリーナ
対戦相手ライジングゼファー福岡

　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

A 

B 

①水
す い

□
へ い

線
せ ん

④大
た い

願
が ん

□
じょう

就
じ ゅ

海のかなたに見える
空と海の境界線。

願いが叶
かな

うこと。
初詣でお祈りしてみては。

10円硬貨の表に描かれている建物。
京都府宇治市にあります。

江戸時代にエレキテルを復元し
た発明家として知られています。

松戸市では今年は1月14日
に二部制で行われます。

②□
びょう

等
ど う

院
い ん

鳳
ほ う

凰
お う

堂
ど う

県内にある国際空港で、かつての
正式名称は「新東京国際空港」。

⑤□
な り

田
た

国
こ く

際
さ い

空
く う

港
こ う

③□
ひ ら

賀
が

源
げ ん

内
な い

⑥□
せ い

人
じ ん

式
し き

AとBの空欄にそれぞれに共通する漢字を
入れ、漢字2文字の言葉を答えてください。

ヒント
　元号という日本独
自の年の数え方で、
明治時代からは新天
皇の即位に伴い変わ
ります。5月に新しい
元号の元年（1年）に
なる予定です。

①～③には同じ漢字が入ります。

④～⑥には同じ漢字が入ります
A 

B

2019

　2018（平成30）年9月1日現在、市内には、100歳以上の人が183人い
ます。これからも、高齢者が安心して暮らし続けることができるまちを、
市民の皆さんとともに目指します。

　2018（平成30）年度の千葉県内最高齢者は、男女共に松戸市在住の方
でした。お二人の長寿のお祝いに、本郷谷市長が表敬訪問しました。

県内最高齢者

平
ひ ら

田
た

もとめさん
（112歳・
明治39年生まれ）

　102歳まで農作業を行ってい
たという平田さん。唱歌を歌う
のが大好きで、お孫さんが作っ
てくれた歌集が手放せません。

県内男性最高齢者

湯
ゆ

本
も と

金
き ん

五
ご

さん
（108歳・
明治43年生まれ）

　誕生日には40人以上の親族が
集まってくれる湯本さん。長寿
の秘

ひ

訣
け つ

は「家族の支えがあって
こそ」と感謝の念を忘れません。

県内最高齢者を市長が表敬訪問しました

日時 3月17㈰17時開演
会場森のホール21
　　小ホール

※解答は広報まつど2月1日号に掲載します。

人口と世帯〔2018（平成30）年12月1日現在〕 〔　　〕内は前月比

※2015（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 490,837 人 〔 △ 69 〕 男 243,639 人〔 △ 60〕
世帯 226,349 世帯 〔 64 〕 女 247,198 人〔 △ 9〕

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。

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。

パソコン・スマートフォン版 モバイル版
2019.1.1
（平成31年）




