
　現在放送中の大河ドラマ『いだてん』は、リレー形式で 2 人の主人公が登場。前
半は、明治時代に初めてオリンピックに出場した金

か な く り

栗四
し そ う

三。後半は、1964（昭和
39）年の東京オリンピック招致の立役者である田

た ば た

畑政
ま さ じ

治で、松戸市出身の俳優・
阿部サダヲさんが熱演されています。ドラマ後半、主役のバトンを受け取る阿部
さんに、松戸への思いも含め、お話を伺いました。

松戸市出身
阿部サダヲさんの
活躍にも注目！

インタビュー内容は、8面をご覧ください

　各国の選手や関係者に市
の歴史や名所を紹介した
り、特産品を味わってもらっ
たりするなど、相互理解と
文化交流を図っています。
これからも松戸の魅力を発
信していきます。

ホストタウン
交流

　市のさまざまなイベントで
体験会を実施しています。今
後のオリンピック・パラリン
ピックスポーツ体験イベント
をお楽しみに！

オリンピック・
パラリンピック
スポーツ啓発

陸上競技ルーマニア代表チーム 
トレーニングキャンプ

ドミニカ共和国関係者による
事前キャンプ実施に向けた視察

ルーマニア

ドミニカ共和国

　5 つの競技連盟（陸上競技・卓球・水泳・レスリング・フェ
ンシング）と、事前キャンプ実施等に関する覚書を交わし
ました。今年5 月には、運動公園陸上競技場で陸上競技
男子代表チームがトレーニングキャンプを行いました。

　3つの競技連盟（ソフトボール・バレーボール・テコン
ドー）と、事前キャンプ実施等に関する覚書を交わしまし
た。現在、各競技連盟と交渉を進めています。

事前キャンプの受け入れ

松戸手作り甲
かっちゅう

冑愛好会による甲冑体験のおもてなし

パラリンピックスポーツ ボッチャ体験会

松戸から世界へ　世界から松戸へ
東京2020オリンピック・パラリンピックを

盛り上げよう!!
　オリンピックとパラリンピックがいよいよ来年に迫りました。

スポーツと平和の祭典を盛り上げるために市で行っている取り組みを紹介します。
東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081

　聖火リレーは、2020（令和2）年3月26日㈭に福島県を出発し、121日間を
かけて全国を巡ります。そして、千葉県通過期間最終日2020（令和2）年7月
4日㈯の最終区間に松戸市にやってきます。古来より水戸街道・松戸宿で栄え
た地である松戸駅周辺が聖火リレールートになります。また、松戸中央公園が
聖火ランナー到着を祝う式典「セレブレーション」会場に決定しました。

千葉県通過期間
2020（令和2）年7月2日㈭～4日㈯
市内実施概要
2020（令和2）年7月4日㈯時間未定
聖火リレールート松戸駅周辺
セレブレーション会場松戸中央公園

7月1日㈪は市・県民税（普通徴収分）第1期の納期限です。　 収納課☎366－7325

祝 決定！ 東京2020オリンピック聖火リレーが 松戸の道へ
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5月は防災行政無線で1件の行方不明高齢者の探索を行い、発見されました。ご協力ありがとうございました。

監査結果を公表します
監査委員事務局☎366－7385

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。
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財政事情2018（平成30）年度
下半期

　「松戸市総合計画 第6次実施計画」の2年目にあたる2018（平成30）年度は、
財源の確保を図りながら効率的な行財政運営を行ってきました。
　財政見通しは厳しい状況が続きますが、柔軟に対応し、住みよいまちづくり
を目指します。

一般会計
　2018（平成30）年度の当初予算額
は1,477億7,300万円でしたが、その
後4回 の 補 正によって33億6,855万
7千円を追加し、最終予算額（繰越分
を除く）は1,511億4,155万7千円に
なりました。

　市の財産には、土地や建物の他、特定の目的のための資金積み
立てや、定額の資金を運用するために設けた基金などがあります。

　市の各事業の経費は、市民の皆さんに負担して
いただく市税や国・県からの補助金など、その年
度の収入で賄われています。しかし、事業の効果
が後世にも及ぶものについては、将来の市民の皆
さんにもその負担をしていただくことで、税負担
を公平にできるため、国や銀行などから資金（地
方債）を借りて事業を進めています。中でも、臨
時財政対策債の発行額が大きくなっていますが、
これは実質的な地方交付税の代替財源として発行
している地方債です。この償還に必要な費用は、
後年度に国から地方交付税で措置されます。
　今後とも、将来の財政負担を十分に考慮しなが
ら、地方債を活用していきます。

特別会計・企業会計

一般会計（款） 繰出金額 繰出先の会計名

民生費
28億7,027万7千円 国民健康保険特別会計
52億6,256万4千円 介護保険特別会計
8億9,637万3千円 後期高齢者医療特別会計

衛生費 5,298万5千円 水道事業会計
30億6,775万1千円 病院事業会計

商工費 5,741万4千円 公設地方卸売市場事業特別会計
土木費 32億6,125万8千円 下水道事業会計
合計 154億6,862万2千円

区分 1世帯当たり 1人当たり
市民税 14万5,088円 6万9,578円

固定資産税 10万1,478円 4万8,664円
都市計画税 1万7,384円 8,336円

その他 1万6,728円 8,022円
合計 28万　678円 13万4,600円

財政調整基金 127億9,909万9千円
土地開発基金 48億円　　　　　　
松本清児童福祉基金 3,750万2千円
高額療養費貸付基金 1,385万6千円
福祉基金 6,351万1千円
美術品等取得基金 4億1,000万円　　
国民健康保険事業財政調整基金 35億6,365万5千円
松戸市営白井聖地公園基金 8,831万2千円
文化施設建設基金 1億2,288万4千円
市債管理基金 2,500万円　　
松戸市平和基金 6,219万8千円
松戸市職員退職手当基金 5,556万1千円
介護給付費等準備基金 30億9,167万円　　
高額介護サービス費等貸付基金 1,000万円　　
高志教育振興基金 1億2,737万7千円
国民健康保険出産費資金貸付金 800万円　　
松戸市競輪事業財政調整基金 17億1,562万円　　
松戸市安全で安心なまちづくり基金 1億1,295万9千円
松戸市緑地保全基金 1億　248万4千円
松戸市協働のまちづくり基金 757万3千円
松戸市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金 8億　884万5千円
松戸市病院施設整備基金 18億4,238万9千円
スポーツ振興基金 2,812万3千円
東日本大震災復興基金 40万7千円
郷土遺産基金 8,224万7千円
庁舎建設基金 40億8,491万4千円

※（　　）内は、繰越分です。
※収入済額が支出済額に不足する額は、内部留保資金で補てんします。

科目 予算現額 収入済額
金額 構成比

市税 678億円　　　　　　 668億9,106万8千円 48.2%
地方交付税 64億　933万4千円 67億1,769万7千円 4.8%
国庫支出金 302億1,608万8千円 287億2,260万円　　 20.7%

市債 127億1,820万円　　 72億5,970万円　　 5.2%
その他 339億9,793万5千円 292億4,540万6千円 21.1%
合計 1,511億4,155万7千円 1,388億3,647万1千円 100.0%

収入率 91.9%

繰越分 13億2,654万5千円 12億3,641万1千円 93.2%

科目 予算現額 支出済額
金額 構成比

総務費 130億6,336万1千円 103億2,725万7千円 7.7%
民生費 753億2,153万円　　 703億9,057万7千円 52.6%
衛生費 156億1,544万円　　 130億4,391万6千円 9.8%
土木費 133億8,859万7千円 104億7,288万2千円 7.8%
教育費 136億1,945万円　　 114億4,370万円　　 8.6%
公債費 107億7,721万9千円 101億5,153万4千円 7.6%

消防費など 93億5,596万円　　 78億6,644万1千円 5.9%
合計 1,511億4,155万7千円 1,336億9,630万7千円 100.0%

執行率 88.5%

繰越分 13億2,654万5千円 11億3,014万6千円 85.2%

予算執行状況 　〔平成31（2019）年3月31日現在〕

松戸市プレミアム付商品券を販売します
　10月から利用できる最大5,000円分のプレミアムの付いた商品券を、9
月下旬から販売します。
対象次のどちらかに該当する人◦2019（平成31）年度の住民税が課税され
ていない（住民税が課税されている人に扶養されている人や生活保護受給
者等を除く）◦2016（平成28）年4月2日〜2019（令和元）年9月30日生ま
れの子がいる世帯の世帯主
※購入方法等の詳細は、7月5日㈮に発行予定の広報まつど「松戸市プレミ
アム付商品券特集号」をご覧ください。

プレミアム付商品券に関する連絡のため、住所の登録にご協力ください
◦現在住んでいる住所で住民登録をしていますか？
◦引っ越しの際に、郵便局に転居届を出しましたか？

人口 49万6,961人
世帯 23万8,320世帯
面積 61.38㎢

健康福祉政策課プレミアム付商品券事業担当室☎711－6108

１．基金　340億6,418万6千円

土地 3,263,501.35㎡
（うち土地開発基金11,003.04㎡）

建物 887,763.21㎡

乗用車 24台
貨物車 33台
消防車 74台
救急車 14台

軽自動車 176台
その他 74台

3．土地および建物
2．有価証券および出資による権利　22億1,575万2千円

４．車両　395台

区分 予算現額 収入・支出済額 収入・執行率

水道事業会計

収益的収入 16億6,898万8千円 17億　562万8千円 102.2%
収益的支出 16億4,173万8千円 16億　　56万8千円 97.5%
資本的収入 5,676万4千円 6,304万円　　 111.1%
資本的支出 6億8,621万9千円 6億1,470万9千円 89.6%

病院事業会計

収益的収入 222億7,573万8千円 181億1,481万5千円 81.3%
収益的支出 241億9,538万5千円 221億　360万1千円 91.4%
資本的収入 10億6,669万6千円 10億4,530万2千円 98.0%
資本的支出 15億4,161万6千円 14億8,206万3千円 96.1%

下水道事業会計

収益的収入 119億4,831万6千円 120億　292万円　　 100.5%
収益的支出 117億7,196万7千円 116億8,531万円　　 99.3%

資本的収入 （5億　300万2千円 （5億　300万2千円 （100.0%
56億3,879万円　　 42億9,061万2千円 76.1%

資本的支出 （5億5,939万2千円 （5億5,939万2千円 （100.0%
87億3,162万1千円 73億5,749万5千円 84.3%

会計名 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率
国民健康保険特別会計 476億2,405万円　　 440億1,305万7千円 92.4% 425億9,902万4千円 89.4%
松戸競輪特別会計 214億　887万6千円 194億2,806万3千円 90.7% 177億5,493万1千円 82.9%

公設地方卸売市場事業特別会計 1億1,312万9千円 1億1,195万4千円 99.0％ 9,231万5千円 81.6%
駐車場事業特別会計 2億1,900万2千円 2億5,915万2千円 118.3% 1億　　 1万8千円 45.7%
介護保険特別会計 375億6,008万3千円 362億2,069万円　　 96.4% 318億2,188万2千円 84.7%

後期高齢者医療特別会計 56億9,790万円　　 56億9,689万5千円 99.9% 48億1,080万3千円 84.4%
合計 1,126億2,304万円　　 1,057億2,981万1千円 93.9% 971億7,897万3千円 86.3%

●一般会計・歳入

●一般会計・歳出

●特別会計

●企業会計

●一般会計から特別・企業会計への繰出金の状況

●市税の住民負担状況

●住民基本台帳人口等
   〔平成31（2019）年3月31日現在〕

市有財産の現在高〔平成31（2019）年3月31日現在〕

地方債の現在高　1,942億2,371万5千円
〔平成31（2019）年3月31日現在〕

一般会計       1,155億8,769万8千円

土木債 222億4,050万円  　

教育債 151億6,450万5千円

衛生債 34億8,183万6千円

民生債 49億7,376万2千円

臨時財政対策債 657億9,679万2千円

市民税減税補てん債 21億6,764万7千円

その他 17億6,265万6千円

企業会計         786億3,601万7千円

水道事業債 32億9,253万円  　   

病院事業債 238億7,852万9千円

下水道事業債 514億6,495万8千円  

） ）

）

）

））

財政課☎366−7076

　2018（平成30）年12月4日から2019（平成31）年2月15日までの期間に実施
した定期監査結果の概要を公表します。
2019（令和元）年5月13日　
松戸市監査委員　伊藤　智清
　　　同　　　　三好　徹
　　　同　　　　伊東　英一
　　　同　　　　大谷　茂範
定期監査
監査の対象

　街づくり部（9 課）・消防局（5
課）・健康福祉部（4課）・子ども
部（5課）・福祉長寿部（8課）
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、指摘事項は右
記のとおり。

区分 内容 指摘
事項

収入
収納確認が適切でなかったもの 1件
調定の取消しがされていなかったもの 1件
調定の時期が適切でなかったもの 1件

支出 支出の事務手続が適切でなかったもの 1件

契約

仕様書の記載が適切でなかったもの 3件
随意契約の理由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 1件
予定価格の設定が適切でなかったもの 3件
契約書の収入印紙額に誤りがあったもの 1件

合計 13件

＜指摘事項＞



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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図書館小金分館は、蔵書点検作業のため、
6/27㈭・28㈮に臨時休館します

　6/28㈮は館内整理日のため、全館休
館です 図書館本館☎365－5115

住民基本台帳法第11条および第11条の
2に基づき、住民基本台帳の一部の写し
の閲覧状況を市ホームページで公表
市民課☎366－7340

「夏体験ボランティア 2019」参加者募集
7/1㈪から9/30㈪までのうち希望日

（土・日曜、祝日と8/13㈫ 〜15㈭を除く）
時間 9時30分 〜15時（半日でも可）場所
わかば園、ワーク・ライフまつさと、小
金わかば苑、第二わかば園、ここらぼま
つさと 知的障害者施設利用者との交
流、縫製・陶芸・園芸・ウオーキング等

高校・専門学校・大学生 昼食※1食
350円の給食あり（要申込） 電話で（社
福）松里福祉会わかば園☎384－0165へ

子ども・本まつり「まつどビブリオ」中学
生バトラー募集
7/27㈯10時30分〜11時30分 子ど

も読書推進センター テーマ 小学生にお
すすめする本 市内在住の中学生 5人

（抽選） 7/10㈬までに、電話で図書館
☎365－5115（9時30分〜17時）へ

11/3㈷開催の青少年会館文化祭＆青年
フェスティバル①企画実行委員②ダンス・
演劇・音楽などの発表出演団体（者）募集
市内在住・在学・在勤の小学生からおお

むね35歳までのグループ・個人 ①5人
（抽選）②2団体（抽選） 7/26㈮までに、
電話またはEメールに件名「文化祭」、本
文に氏名・年齢・連絡先を記入して、青
少年会館☎344－8556、 mckozas@
city.matsudo.chiba.jpへ

植木の剪
せんてい

定（7月〜9月）
月100件程度 作業内容による（ごみ

は自己処理） 電話で（公社）松戸市シル
バー人材センター☎330－5005へ

県営住宅入居者募集
募集期間 7/1㈪ 〜15㈷入居資格◦住宅に
困窮していて、同居親族がいる人◦所定
の方法で算出した月収が一般=15万8千
円以下、高齢者・身体障害者等（条件あ
り）=21万4千円以下申込書配布 6/25㈫
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

都立八柱霊園の使用者募集
募集数一般埋蔵施設 335カ所、芝生埋
蔵施設20カ所、合葬埋蔵施設2,000体
申込書配布 6/21㈮から7/10㈬までに、
市民課・健康推進課・各支所・行政サー
ビスセンター・八柱霊園管理事務所等で
対象・費用 申込書参照 6/21㈮から7/10
㈬までに、申込書を郵送〔消印有効〕または
東京都公園協会ホームページで 同協会
霊園課募集専用番号☎0570－783－802

松戸市小中学校各種作品展・受付業務
スタッフ募集
勤務日 9/12㈭ 〜15㈰、R2/1/22㈬〜
26㈰、1/29㈬ 〜 2/2㈰各10時 〜 18時

文化ホール 理科作品展・書初展・造
形作品展会場の受け付け・案内・監督等

市内在住の60歳未満募集人数1人時給
930円（別途交通費支給） 6/20㈭まで
に、電話で指導課☎366－7458へ

保育サービス利用支援相談員募集
勤務開始随時勤務日数週3日程度勤務時間
9時〜15時45分勤務場所保育課必要資格
保育士資格または幼稚園教諭免許 時給
1,460円（別途交通費支給） 電話で同課
☎366－7351へ

臨時教職員候補者（講師）の説明会
6/26㈬9時30分から 東葛飾合同庁

舎（市役所向かい） 東葛飾教育事務所管
内（松戸市・柏市・野田市・流山市・我孫子
市・鎌ケ谷市）の小・中学校に勤務を希望
する人 同事務所管理課☎361－2124

6/24㈪〜28㈮に、建設リサイクル法に
関する全国一斉パトロールを実施

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

講座・講演・催し

東部市民センター・二十世紀が丘市民
センター合同まつり
6/23㈰11時〜15時 東部市民センタ

ー ステージ発表、作品展示、子ども向
け縁日 縁日の一部有料 東部市民セン
ター☎391－3701、二十世紀が丘市民
センター☎392－7021

東松戸ゆいの花公園の講座①ラベンダー
スティック②ラベンダーの花

はなかご

籠③楽しく
育てる夏の花④パイナップルのチャーム
6/25㈫①10時〜11時②11時〜12時

③6/29㈯10時〜11時30分④7/11㈭10
時 30分〜12時 ①②松戸ハーブボラ
ンティア・廻

え が み

神千恵子氏③花
か き

卉園芸家・
後
ご か ん

閑早
さ な え

苗氏④ハワイモアナコア公認リボン
レイ講師・宮田まり氏 先着①②各15人
③10人④20人 ④手芸ばさみ、縫い針、
白い糸 ①200円②300円③1,000円④
800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 い は な

187へ

親力向上セミナー「学力があっても身に
つかない ! 令和時代の子ども達に必要な

『生きる力』とは…」
6/29㈯10時〜12時30分 勤労会館
親子のコミュニケーションについての

講演とワークショップ 小学生と保護者
先着24組、保護者等先着50
人 申し込みフォームで
子どもわかもの課☎366－
7464

七夕飾りを作ろう
6/30㈰10時30分〜11時30分 新松戸

市民センター 小学生（3年生以下は保護
者同伴） 先着20人 のり、はさみ、サ
インペン、小さめのレジャーシート 100
円 電話で同センター☎343－6500へ

一般国道464号北千葉道路（市川市〜船
橋市）等の都市計画の原案説明会
7/6㈯ 12時〜17時　※説明会は 14

時30分から（14時から受け付け）。それ
以外の時間はパネル展示 東部市民セ
ンター 県都市計画課☎ 043－223－
3376（内容について）、市都市計画課☎
366－7372（会場について）

松戸子育てカレッジ「子育て広場 おやこ
で“ゆるりん”」
7/5㈮・8㈪・12㈮・19㈮・22㈪・26

㈮ 各10時〜12時　※7/5㈮11時〜11時
30分は「保育者のたまごのコンサート」
を開催 聖徳大学10号館（松戸駅下車）

2歳までの子と保護者 各100円 子
育て支援課☎366－7347

お知らせ 市民会館プラネタリウム室（NAOKO 
SPACE PLANETARIUM）の催し
特別投影「キッズ・デー☆たなばた」 7/6
㈯・7㈰ 各10時30分、13時30分、14時
30分、15時30分（各20分） 各先着80
人 各50円（65歳以上と中学生以下は無
料） 投影開始30分前から同館2階で受け
付け星空観望会 7/6㈯18時30分〜20
時30分 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）

先着80人（中学生以下は保護者同伴）
6/18㈫から、電話で同館☎368－1237へ

お仕事フェスタinゆうまつど〜自分ら
しい働き方と出会える場所〜
7/9㈫10時〜14時 ゆうまつど 女

性就労・両立支援相談、合同企業説明会、
保育園・幼稚園・放課後児童クラブなど
の情報提供他 市内在勤または就労を希
望する女性　※一時預かりあり（10時から
1時間ごとに先着8人、電話で男女共同
参画課☎364－8778へ要申込） NPO 
M
マ マ キ ャ ン

amaCan☎080－7025－1403

まつどファミリー・サポート・センター 
提供会員基礎研修会〔全2回〕
7/11㈭・12㈮各9時30分〜16時30分
ゆうまつど 先着40人 電話で同セ

ンター☎330－2941へ

夏休み救命講習会
救命入門コース 7/24㈬9時30分 〜11
時 心肺蘇生法、AED使用法 市内在
住・在学の小学4〜6年生普通救命講習
会 7/31㈬9時〜12時 心肺蘇生法、
AED使用法、異物除去法、止血法 市
内在住・在学の中学生　※受講修了者に
修了証を交付共通 消防局5階講堂 各
先着30人　※保護者の見学可 電話で
救急課☎363－1145へ

日程 地区 会場 傍聴申し込み先 締め切り
① 7/16㈫ 明第2西 古ケ崎市民センター 市民自治課☎366－7318 7/10㈬
② 7/19㈮ 明第2東 明市民センター 市民自治課☎366－7318 7/16㈫
③ 7/22㈪ 馬橋西 馬橋市民センター 新松戸支所☎343－5111 7/17㈬④ 7/24㈬ 明第1 明市民センター 市民自治課☎366－7318
⑤ 8/  1㈭ 東部 東部スポーツパーク 東部支所　☎392－3061 7/29㈪⑥ 8/  2㈮ 小金原 小金原市民センター 小金原支所☎344－4151

プロボノ MATSUDO2019説明会
　市は、仕事や学業で培った経験やスキ
ルを持ったボランティア「プロボノワー
カー」と、プロボノの支援を受けたい地
域団体とのマッチングを行っていますプ
ロボノワーカーおよび地域団体向け説明
会 7/26㈮15時〜16時30分、7/27㈯
10時〜 11時30分 ゆうまつど 各先
着30人 電話または申し込みフォーム
でNPOサービスグラント☎
03－6419－4021へ 高
齢者支援課地域包括ケア推
進担当室☎366－7343

「食と緑」のパートナー養成 松戸カレッ
ジリンク講座〔全4回〕
①10/26㈯9時〜13時10分②11/16㈯

9時〜12時10分③11/16㈯13時30分〜
16時30分④11/30㈯9時〜16時30分
千葉大学園芸学部、21世紀の森と広場他

①子どもの柿泥棒は持続可能な社会？
②昆虫たちとの共存（環境に優しい害虫管
理）③松戸中央公園を楽しくするには④
里山保全型の都市公園における「食と農」
への取り組みの提案 同大学教授他
5,000円 7/15㈷までに、Eメールに住
所・氏名・年齢・生年月日・電話番号・E
メールアドレスを記入して、同大学同講座
事務局 ccrc@chiba-u.jp（☎043－290－
2912）へ

松戸市シルバー人材センタースマホ・パ
ソコン教室
コーススマートフォン、タブレット、パソ
コン、Word、Excel、デジカメ、AIスピー
カー、LINE、個人授業他 同センター☎
330－5005

松戸地域職業訓練センター講座
Word・Excel等のパソコン講座他

各先着10人他 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

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（記載がないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先

掲 示 板

※この他の9地区は、10月から11月までに開催予定です。

みらい分校は、公立の夜間中学校です
◦授業料はかかりません◦中学校の教科を勉強します◦教員免許を持つ教
員が教えます◦授業は週5日、年間約200日◦しっかりと
勉強すれば、卒業証書をもらえます
所在地古ケ崎1の3073（旧古ケ崎南小学校）
入学時期9月　※入学前に一定の体験期間があります。
入学受付期間6月17日㈪〜7月5日㈮
入学資格以下の全てに該当する人◦義務教育の年齢（満15歳）を
超えている◦原則として市内在住（県内の市外在住の人は要問
い合わせ）◦中学校を卒業していない、または卒業していても不
登校などの理由により学び直しを希望する◦みらい分校の生活
に支障がない　※詳細は市ホームページをご覧ください。

公立夜間中学「市立第一中学校みらい分校」
秋季入学生徒募集

市ホームページ

要申込

申し込みフォーム

申し込みフォーム

学務課☎366－7457

水道事業運営審議会
6/20㈭14時から 市役所新館5階市民

サロン傍聴定員先着5人（13時45分から
受け付け） 水道部総務課☎341－0430

社会教育委員会議
7/2㈫18時から 京葉ガスF松戸ビル5

階会議室傍聴定員先着10人（17時50分ま
で受け付け） 社会教育課☎366－7462

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①②10時30分〜12時30分③〜⑥14時〜16時 電話で
各傍聴申し込み先へ

会議
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子どもも大人もアートで遊ぶ！

　普段体験できない外遊びや作
品づくりなど、アートで遊ぶ参
加型の楽しい企画が盛りだくさ
ん。緑いっぱいの公園で思いっ
きり遊びましょう！ 
対象幼児・小学生（親子参加可）
持ち物汚れてもよい服、着替え等　費用無料
※当日の実施情報はアートパークプロジェクトブログで。

聖徳大学生涯学習研究所☎365－5691
　 文化観光国際課☎366－7327

シャボン玉

どうぶつぶつぶつ 竹で作った水鉄砲

絵の具あそび

絵の具だらけになって
夏をスタート！7月7日㈰10時～15時

〔途中参加可。小雨決行。荒天
の場合は14日㈰に延期〕
会場松戸中央公園(松戸駅下車)

　7月3日㈬まで、一口10,000円から協賛金を募集します。
詳細は同大会ホームページをご覧ください。

皆さんのチカラが松戸の花火の原動力！協賛企業を募集

松戸花火大会

同大会
ホームページ

問同大会実行委員会事務局（文化観光国際課内）☎366－7327

※詳細は同大会ホームページをご覧ください。

席は選べる2タイプ
家族や友人とゆっくり楽しめる！

ボックス席
　（イス4つ+テーブル1つ）

指定席（先着70セット）
1セット20,000円

座席指定で、場所とり不要！

イス席
　　　　　 （イス1つ）

指定席（先着790席）
1席5,000円

セブン-イレブン、ファミ
リーマート、ローソン、
ミニストップ内の情報
端末で

チケットぴあ
☎0570－02－9999
Pコード：643－014

チケット購入方法 6月22日㈯10時～7月31日㈬23時59分

電話
（24時間自動音声受付） WEB コンビニエンス

ストア
チケットぴあホーム
ページで
要無料会員
登録( )

8月3日㈯開催

有料観覧席チケット販売開始！有料観覧席チケット販売開始！

同プロジェクト
ブログ

歩道橋を理解する
　私は松戸の住民ですが、気が付かなかった
ことが多くあります。秘密の道、伝統的な料理
が食べられるお店、ずっと昔に建設された歩
道橋などを毎日通りながら、それらの意味を
深く考えることがあります。この道はどこま
で続くのだろう。あの料理はなぜ伝統に忠実
に作られているのだろう。この歩道橋はいつ
建設されたのだろう。
　M

マ ツ ド

ATSUDO P
ペ ー パ ー

APERは松戸市の隠れた世界
を紹介し、このような疑問を持たせてくれま
す。毎号それぞれテーマがあり、多くの場合
何らかの歴史的なことについての記事もあ
り、いつも興味深いと感じます。例えば、 最
新号は松戸市内の古い歩道橋について紹介
しています。1965年ごろ、車道や鉄道技術の
発展により歩行者事故が増え、日本は歩道橋

Understand the Overpass
I’m a resident of Matsudo City, but there are so many things I am wholly 
unaware of. Every day I pass by secret paths, stores selling traditionally-
made food, and ancient overpasses, but I rarely think deeply about what 
they all mean. Where does this path lead? Why is this food still made using 
traditional methods? When was this overpass made?
The MATSUDO PAPER newspaper shines light on a hidden world in 
Matsudo, and also grants me the insight to have these kinds of questions. 
Every edition has a different theme and oftentimes the theme explores 
something historic about Matsudo. I think every edition brings something 
deeply interesting to think about. For example, the most recent edition 
talks about old pedestrian overpasses in Matsudo. Back in 1965, rapid 
growth in road and rail infrastructure caused a marked increase in 
pedestrian accidents, a problem Japan tackled with overpasses. However, 
as time passed, their rust waxed and their usefulness waned. The paper 
looks at this phenomenon, but also shows how these overpasses can be 
seen as art pieces full of engineering ingenuity to moon over. I still use this 
particular overpass (refer to picture) every day, but I still found the article 
enlightening.
To make matters better, MATSUDO PAPER is free! Please feel free to get 
a copy from the Matsudo Tourism Association or Main Building of the 
Matsudo City Hall.

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

Matsudo City International Portal

で対策しました。しかし、時間が経つにつれ
て、 錆は増え有用性は減りました。記事では
この現象と共に、歩道橋は工業的な創意工夫に
満ちた芸術として鑑賞できることにも触れて
います。この記事のおかげで、毎日通っている
歩道橋にも新たな気付きがありました。
　さらに素晴らしいことに、このMATSUDO 
PAPERは無料です！ぜひあなたも松戸観光案
内所や市役所の本館で入手してください。

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・・・ビッ！
 Here comes Ja...vi !

Discover Matsudo's many charms with CIR Javier Gutierrez
国際交流員ギテレス・ハビアが松戸の魅力を紹介します

毎日通る歩道橋にも発見が！

パレード～自分だけの音を作り出そう！～

アートパーク12
伝説のこども魂

アメひろっちゃおうかな

ゆかいな分身を作ろう

6月22日㈯販売開
始！

暑い夏こそプールで楽しもう！
屋外市営プールがオープン

7月1日㈪～8月31日㈯
　今年も暑い季節がやってきます。プールに出かけてリフ
レッシュしませんか。市内のプールでは、水遊びしたり本
格的に泳いだり、思い思いに楽しむことができます。さあ、
楽しく夏を乗り切りましょう！

※気象条件等により、中止や
利用時間の変更があります。
※以下の期間は、1回目はあり
ません。（土・日曜、祝日を除く）

運動公園プール
7月1日㈪～12日㈮
新松戸プール  

7月2日㈫～12日㈮
東部スポーツパークプール  

7月2日㈫～19日㈮

1回目  9時～11時　
2回目12時～14時　
3回目15時～17時

利用時間（各回総入れ替え制）

利用料金 (2時間)
200円（中学生以下無料）

　  運動公園プール  7月6日㈯（雨天の場合は7日㈰）・
　28日㈰、8月20日㈫（雨天の場合は21日㈬）
　  新松戸プール  7月1日㈪・8日㈪
　 東部スポーツパークプール  7月1日㈪・8日㈪・16日㈫

利用できない日

中学生以下無
料

※運動公園プール・新松戸プールのオープン期間外のお問い合わせは運動公園☎363－9241へ

安全に利用するために
◦かぜや目の病気、その他伝染病にかかっている人は入れません
◦幼児等は保護者の同伴が必要です（おむつがとれていない幼児はご遠慮ください）
◦50mと25mプールでは、小学3年生以下は保護者の同伴が必要です
◦浮き輪類は子どもプールでのみ使えます
◦係員の指示に必ず従ってください

クリーンセンター内温水プールは、2020（令和2）年3月下旬に営業を終了します
未使用の回数券は返金できませんので、終了日までに使用してください。

クリーンセンター施設係☎385－7100

新松戸プール☎309－3000（オープン期間のみ）

50ｍプール・子ども用プール
◦JR新松戸駅から徒歩15分

青少年会館隣

新松戸南
中学校

郵便局 馬橋北小学校

青少年会館

馬橋北小学校

青少年会館

新松戸南公園

新松戸中央公園

新松戸支所新松戸支所 JR武蔵野線

新松戸プール新松戸プール

新
松
戸
駅

▲
北
小
金

◀南流山

JR
常
磐
線馬

橋
▼

流通経済大学流通経済大学

中央大通り（けやき通り）中央大通り（けやき通り）

東部スポーツパークプール☎391－0944
25ｍプール・子ども用プール

◦松戸駅東口から新京成バス
市立東松戸病院行きで「スポ
ーツパーク」下車徒歩3分

◦東松戸駅から徒歩15分
◦北総線秋山駅から徒歩15分

東松戸駅 JR武蔵野線

◀新八柱

秋山駅 国道464号

スポーツ
パーク

東部支所

東部クリーンセンター東部クリーンセンター

県道
市川・柏線

高塚十字路

北総
線

東部スポーツパーク東部スポーツパーク

運動公園プール☎363－9554（オープン期間のみ）

50ｍプール・子ども用プール

◦JR北松戸駅から徒歩
17分または新京成バス
総合医療センター行き
で「運動公園」下車

◦新京成松戸新田駅から
徒歩12分

運動公園

旧市立病院

スーパー

みのり台▶

上本郷 新京成
松戸新田駅

運動公園運動公園

国
道
６
号

JR
常
磐
線

北
松
戸
駅

▲
馬
橋

東
口

松
戸
▼ ▶
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●広報まつど　2019（令和元）年 6月15日

遠藤つるえ作品展「ひまわりの詩
うた
」

健康推進課☎366－7486

　生活習慣病の兆候が出始めた人は、特定保健指導「お
腹すっきりコース」を受けて改善に取り組みましょう。
コースの流れ

　特定保健指導
「お腹

な か

すっきりコース」で
  もっと元気、ずっと健康に！ 要申込

①面接 健康診断結果の確認や生活習慣を点検し、実践
できる目標や行動計画を立てます。
②実践 計画を実行。食事や運動の体験コースにも参加できます。生活習慣病
のリスクが高い人には、電話や面接などで生活習慣の改善指導も実施します。
③6カ月後評価 健康状況や生活習慣の改善状況を確認します。
対象国民健康保険加入者で、利用券（黄色）が届いている人　※服薬中の人
を除く。　費用無料

電話で国民健康保険課健診班☎366－1121へ

　熱中症とは、環境や体調などの関係で体に熱がこもり、発散できない状
態をいいます。重症の場合は生命にかかわります。

ストップ！熱中症

症状 めまい、立ちくらみ、意識がない、言動がおかしいなど
応急処置 涼しい場所へ移動し、衣服をゆるめて水分補給
※ただし、水分を自分で飲めない、症状が改善しない、意識や言動がおかしい
場合はすぐに119番通報し、体を冷やしながら救急車の到着を待ちましょう。
予防のために ◦飲み物を持ち歩く◦休息をとる◦栄養をとる◦温度に気を
配る◦声を掛け合う

昨年度は全国で
約９万人が
救急搬送

　ひまわりをテーマにした油彩画を展示し
ます。
日時6月18日㈫～8月18日㈰各9時～22時
休館日月曜（7月15日㈷、8月12日㉁は開館
し、翌日休館）　会場森のホール21エント
ランスホール　費用無料

社会教育課美術館準備室☎366－7463 『回想』

6カ月で
改善！

　日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例により、接種が差し控え
られていた期間がありましたが、新たにワクチンが開発され、現在は定期
接種が受けられるようになっています。

差し控えにより接種機会を逃した以下の人は、接種期間が拡大されています
●1995（平成7）年4月2日～2007（平成19）年4月1日生まれ
　20歳未満までに、第1期不足分と第2期を接種可能
●2007（平成19）年4月2日～2009（平成21）年10月1日生まれ
　9歳以上13歳未満の間に、第1期不足分を接種可能
接種スケジュール
第1期初回 6日以上（標準的には28日以下）の間隔を空けて2回接種
第1期追加 2回目接種後、約1年空けて1回接種
第2期 9歳を過ぎてから1回接種
※接種間隔が乱れている場合は、接種医にご相談ください。

　風しんの予防接種を受ける機会のなかった男性を対象に抗体検査を実施
し、検査の結果十分な量の抗体価がない人に、予防接種を行います。
実施場所全国の協力医療機関など　※詳細は、クーポン券に同封の実施医
療機関一覧表または厚生労働省のホームページをご覧ください。
今年度のクーポン券発送対象
　1972（昭和47）年4月2日～1979（昭和54）年4月1日生まれの男性
※1962（昭和37）年4月2日～1972（昭和47）年4月1日生まれの男性と、
2019（平成31）年4月１日以降に松戸市に転入した対象の男性には、原則
として、2020（令和2）年度にクーポン券を発送する予定です。今年度にクー
ポン券の発行を希望する場合は、同課にお問い合わせください。

日本脳炎の予防接種
を受けましょう

健康推進課
　☎366－7484

風しんの抗体検査・第5期定期予防接種
を開始しました 健康推進課

　☎366－7484

いきいきほっとふれあい風呂で健康づくり
　毎週火曜と第1・2金曜（各浴場の定休日を除く）の15時～18時　対象市内
在住の65歳以上　入浴料1回200円(同伴の小学生以下は無料)　利用方法住
所と年齢が確認できる物を直接浴場で提示
お風呂で健康相談 ～心も体も元気！～ 要申込
　健康相談日に、健康講話・相談・体操の指導
が受けられます。 入浴もできます。
時間12時20分～15時　対象市内在住の55歳以上　定員各先着20人　費用無料

電話で直接実施店へ
下記の実施店、高齢者支援課☎366－7346

その他の優待入浴
◦お風呂の日優待入浴デー開催日毎月26日（定休日の場合は翌日）　入浴料
300円（中学生200円、小学生以下無料） ◦中学生特別料金入浴料300円　
◦親子ｄｅ銭湯開催日土曜　対象小学生以下の子と保護者　入浴料小学生以
下無料　◦夫婦ｄｅ銭湯開催日毎月22日　入浴料2人で500円　◦ゆず湯開催
日12月22日㈰

実施店 電話番号 健康相談日
馬橋湯（馬橋 95） 341－ 3247 6/28㈮、7/26㈮
平和湯ランド(五香西1の12の12) 387－2044 7/5㈮
松戸ヘルスランド（松戸新田 580の１） 366－2467 9/6㈮、10/4㈮、11/1㈮
小金バスランド（小金きよしケ丘 2の9の１） 341－1126 9/27㈮、10/25㈮
宮前湯（松戸1766） 362－2819 11/29㈮

健康教室（糖尿病） 　
6月①17日㈪②24日㈪ 各14時～15時（13時45分開場）　会場総合医療セン
ター2階大会議室　内容①糖尿病のお薬について知ろう～質問受け付けます
～②あなたの糖を燃やします～運動療法のすすめ～　講師同センター①薬
剤師②理学療法士　費用無料
問同センター栄養管理室☎712－2511（内線1091）

愛の献血
7月1日㈪10時～11時45分、13時～16時　会場市役所正面玄関前　持ち物
健康保険証・運転免許証等本人確認ができる物　※松戸献血ルームPure
（☎703－1006）では随時受け付けています。
問健康推進課☎366－7487

介護者のつどい
7月11日㈭10時～11時30分　会場馬橋市民センター　
対象介護をしているまたはしていた人　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

地域別講演会「病気になっても自宅で最期まで暮らすため
には」
7月18日㈭14時～15時30分　会場八ケ崎市民センター　内容在宅医療で
できること、知っていますか訪問歯科診療　講師市場医院院長・市場卓

たく

氏、
富士見台歯科医院院長・岸田雄大氏　対象市内在住・在勤　定員先着100
人　費用無料
問松戸市在宅医療・介護連携支援センター☎701－7533

食からはじめる健康セミナー「野菜コース・夏」
時間10時～13時　
内容講話と調理実習　
対象市内在住の20歳～
59歳　定員各先着20人

持ち物エプロン、三角巾、布巾2枚、手拭きタオル　費用無料　
※一時保育あり(2歳以上、要申込)。

6月17日㈪9時から、電話で各会場へ

まつど健康マイレージ付与 …

パラダイスエア
TRANSIT in MATSUDO　Exhibition ＆ Research 
　アーティストたちと過ごす日々の記録写真や
映像を紹介しているこの展示は、昨年から渋谷
と京都を巡ってきました。本拠地の松戸へと帰
ってきた今回は、今年4月にオープンしたアー
トとビジネスの融合空間で、馴染みある松戸の
風景とパラダイスエアの活動を紹介しています。
日時7月30日㈫までの10時～17時　
会場松戸スタートアップオフィス　
費用無料

（一社）P
ペ ア

AIR☎364－8832、文化観光国際課☎366－7327

要申込

要申込

撮影:加藤甫マルタ・ボーアン（スペイン）戸定邸にて

日程 会場 電話番号
7/2㈫ 中央保健福祉センター 366－7489
7/3㈬ 小金保健福祉センター 346－5601
7/4㈭ 常盤平保健福祉センター 384－1333
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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

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(6/17～
24)、館内整理日(6/28)、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。

◆6/15㈯千葉県民の日は、常
設展示室観覧料は無料です

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）

◆博物館でアート
7/27㈯13:30～16:30
会場実習室　内容色鉛筆のテク
ニックをマスターして、アート作
品を制作　講師学習支援専門員
対象小学4年～6年生　定員15
人(抽選)　費用無料　 7/17
㈬〔必着]までに、市ホームペー
ジまたは往復はがきに住所・氏
名(ふりがな)・学年・電話番号・
返信用宛名を記入して、「7/27
博物館でアート」係へ
◆ガイドツアー（総合展示解説）
随時受け付け (常設展観覧券が
必要 )

開館時間…9:00～16:30 　
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。

◆夏を乗り切る～美
お い

味しいお
茶の入れ方教室～
7/6 ㈯ 13:30～15:00
講師みどりの相談員・丸尾三恵
子氏　　定員先着20人　　費用
500円
◆樹木の葉っぱ見分け方講座
7/7 ㈰ 13:30 ～ 15:00
講師自然解説員・畑

はたかわ

川芳
よ し や

弥氏
定員先着25人　費用無料
◆夏の昆虫観察大作戦
7/14 ㈰10:00～11:30
講師自然解説員・高橋紘輝氏・
澤田勝

か つ き

生氏・室
むろ

智
ともひろ

大氏　定員先
着30人　費用無料
◆調査！僕らはセミ博士
7/15 ㈷ 13:00～15:00
講師自然解説員・高橋紘輝氏・
加藤裕一氏　定員先着20人　
費用無料

戸定歴史館
☎362－2050

◆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

午前11時の名画座
11:00
※6/17㈪～24㈪・28㈮
を除く

6
月
映画で見る昭和30年代の日本・家族の
幸福　夫婦編1「今どきの嫁」(47分)

7
月
ナショナルジオグラフィックビデオ
「大自然の贈り物・五大湖」(55分)

ミュージアムシアター
（平日）13:15、15:15
（土・日曜、祝日）15:15
※6/17㈪～24㈪・28㈮
を除く

6
月
「『朝日ニュース映画』で見る昭和 (昭和
51年)」(30分)

7
月
昭和こどもキネマ 第6巻「ポンせんべ
い (昭和25年)」（23分）

土日祝のキッズシアター
（土・日曜、祝日）13:15
※6/22㈯・23㈰を除く

6
月
アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
「おいてけ堀

ぼり

」他2話（25分）

7
月
アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
「大

お お え や ま

江山の鬼
お に た い じ

退治」他2話（25分）

●常盤平児童福祉館☎387－3320
水曜広場①3日㈬②10日㈬③17日㈬④24日㈬
⑤31日㈬各16時～16時45分　内容①オセロ大
会②季節の折り紙作り③すき焼きゲーム④紙皿
フリスビーを作ろう！⑤リクエスト　対象主に
小学生
中高生の広場（TAPS）水・土曜17時～19時
内容フリータイム、夏のスイーツを作ろう！他
あそび広場①6日㈯②20日㈯③27日㈯各15時
～16時　内容①歌の広場②風船バレー大会③フ
ルーツポンチ作り　対象主に小学生
卓球広場13日㈯14時～15時30分　内容基礎
を学ぼう　対象小・中学生
●移動児童館☎387－3320
あそぼう会 運動公園小体育室2 2日㈫・9日㈫各
15時～17時　 六実市民センター 3日㈬・10日㈬
各15時15分～17時　八ケ崎市民センター 4日㈭・

11日㈭各15時～17時　稔台市民センター 5日㈮・
12日㈮各15時～17時　内容なつまつり他　
対象主に小学生
わくわく広場 稔台市民センター 5日㈮・12日㈮各
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
●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 (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他　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19日㈮11時～11時30分　
内容歌と絵本　対象乳幼児と保護者
絵本はじめのいーっぽ26日㈮11時20分～11時

７月 （無料）
50分　内容読み聞かせ　対象乳幼児と保護者
工作くらぶ27日㈯13時～15時　
内容オイルパステル　対象小学生以上
●野菊野こども館☎331－1144
あかちゃん♥たいむ3日㈬10時30分～11時30分
対象1歳までの子と保護者（要申込）
中高生タイム水・金曜17時～18時、土曜（6日
を除く）17時～20時　内容フリータイム（学習ス
ペース・カフェコーナーあり）　対象中学・高校生
絵本のじかん12日㈮11時30分～12時　
対象乳幼児と保護者
枝豆とり21日㈰10時野菊野団地内公園出発
対象乳幼児と保護者、小学生以上
●森のこども館☎331－1144
（21世紀の森と広場内森の工芸館）
5日㈮・6日㈯・7日㈰各10時～16時　内容森
の中で元気にあそぼう！（わなげ、木の実工
作、ザリガニ釣り他）　対象乳幼児と保護者、
小学生以上18歳以下

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）

文化ホールギャラリー
☎367－7810

運動公園
☎363－9241

会場武道館　対象18歳以上　
定員各先着20人　費用1回500
円　 当日会場で

◆①ピラティス②ヨガ
①6/20～7/11の㈭ ②6/21
～7/12 の ㈮各11:00～11:50

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※費用の記載がないものは無料。
※申し込みがないものは当日会場で。
※スポーツ推進委員主催。

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。

◆通常展「プリンス・トクガワ 
華麗なる人脈」
6/16㈰まで

－抗血栓薬（血液サラサラの薬）を内服していると、胃がん内視鏡検診を
受けられないのはなぜ？
　抗血栓薬を内服していると、内視鏡が接触するだけで容易に出血したり、
血が止まりにくくなる可能性があります。また、そのような事態を防ぐた
めに、薬を中止し水分を制限して内視鏡検査を行うと、血液が濃縮して血
栓を形成しやすくなり、持病の脳梗塞や心筋梗塞が再発する可能性があり
ます。最近の知見では、抗血栓薬を中止するよりも内服を継続したまま内
視鏡検査や生検などを行う方がいいとする流れもありますが、安全を第一
と考え、抗血栓薬を内服している場合は、松戸市胃がん内視鏡検診を受け
ることはできません。なお、抗血栓薬を内服している方で内視鏡検査が必

松戸市胃がん内視鏡検診に
ついて（2）

あなたの健康 407 要な場合は、保険診療で内視鏡検査を行い、抗血栓薬を継続するか中止す
るか、検査を行う医療機関で個別にご相談ください。
－胃内視鏡検査は、麻酔は使ってもらえますか？
　内視鏡検査の苦痛や不安を軽減する目的で、鎮静剤や鎮痛剤の静脈注射
を併用して検査が行われる場合があります。この医療行為は、多くの医療
機関で慣例的に広く行われていますが、呼吸抑制や血圧低下などの重篤な
偶発症（＊）に起因する副作用が報告されています。そのため、松戸市胃が
ん内視鏡検診では、安全を第一と考え、鎮静剤併用の内視鏡検診は受けら
れません。なお、近年行われている細径スコープによる経鼻内視鏡検査は、
画質も向上し経口内視鏡検査よりも嘔

お う と

吐反射が誘発されにくくなっていま
す。従来鎮静剤を併用して経口内視鏡検査を受けられている方でも、経鼻
内視鏡検査であれば比較的楽に検査が受けられますので、ぜひお試しくだ
さい。それでも鎮静剤併用による内視鏡検査をご希望の場合は、十分な呼
吸循環管理の監視が可能な医療機関で行うことをお勧めします。
＊偶発症…医療上の検査や治療によって生じる有害事象のこと

松戸市医師会 https://www.matsudo-med.or.jp/

●軽スポーツ教室（グラウンド・
ゴルフ、ソフトバレーボール）
6/23 ㈰ 9:00～12:00　会場常
盤平第一小学校　 小暮☎090
－4012－7686
●カローリング教室
6/30 ㈰ 9:00～12:00　会場小
金小学校体育館　対象小学生以
上　定員先着 30人　 堀☎
344－1735
●スポレク祭（六実六高台地区
グラウンド・ゴルフ大会）
7/7 ㈰ 9:00～12:00　会場六
高台スポーツ広場　費用100円
伊藤☎090－8027－8076

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）7/ 9 ㈫  9:00～11:30

☎361－2138
来所 7/ 9 ㈫ 13:30～15:00

思春期相談 7/ 8 ㈪ 14:00～17:00
精神保健福祉相談 7/ 4 ㈭ 14:00～16:00
酒害相談 7/18㈭ 14:00～16:30

エイズ
検査

即日検査 7/  2㈫・16㈫
各13:30～14:00 ☎361－2139※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 ☎361－2346367－7554来所

要申込

休館日…月曜

◆松戸市美術展覧会
6/30㈰まで
生涯学習推進課☎367－7810

●広報まつど　2019（令和元）年 6月15日
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◆聖徳大学収蔵名品展「藤
ふ じ た

田嗣
つぐはる

治」
7/27 ㈯までの9時～17時（㈰㈷、

大学行事等による休館日を除く） 同大
学川並弘昭記念図書館内聖徳博物館（松
戸駅下車） 同館☎365－1111（代表）
◆宮本会民謡の集い
6/16㈰10時～17時 小金原市民セ

ンター 先着140人 電話で同会・川
崎☎342－0256へ
●健康体操教室 (ストレッチ、リズム体操等) 
6/18㈫、7/2 ㈫・9㈫・16㈫各13

時～15時 柿ノ木台公園体育館 50
歳以上 各先着7人 電話で活

い

き活
い

き
体操クラブ・関☎361－2637へ
●パッチワークキルト（リバーシブルミニ
トレイ）初心者無料体験会〔各全2回〕
①6/20㈭、7/4㈭②6/28㈮、7/5㈮

各10時～12時 ①小金原②常盤平各
市民センター 各先着5人 電話で松
戸生活文化協会・安達☎343－6898へ
◆矢切の渡しから柴又へ
6/23㈰10時松戸駅東西連絡通路集

合、12時京成線柴又駅解散 先着10
人 500円（別途交通費） 電話で松
戸生涯学習会・飯塚☎363－7763へ
●小金北歌声広場（歌声喫茶）
6/24㈪10時30分～11時40分 小

金北市民センター 飲み物 200円
アンサンブル・北小金・内藤☎090－
8433－7476
◆フラダンスフェスティバル
6/24 ㈪13時30分～15時 ふれ

あいの居場所みんなんち（新京成常盤平
駅下車） 先着30人 300円 電話で
NPOたすけあいの会ふれあいネットま
つど☎710－7450へ
●初心者向け社交ダンス講習会〔全4回〕
6/24 ㈪、7/1㈪・8 ㈪・15 ㈷各15

時～17時 馬橋東市民センター ラテ
ン、モダンの基礎ステップ 1,000円
電話でヒマワリ会ダンスサークル・
江
え ぐ さ

種☎341－1250（昼間のみ）へ
◆企業活性化相談
　6/26㈬、7/24㈬各14時～17時
勤労会館 市内中小企業経営者 電話
で千葉県能率総合研究所相談事務局・
纐
こうけつ

纈☎090－4531－0004へ
◆狭山事件現地学習会（フィールドワー
クと石川一雄氏の話）
6/30 ㈰ 8時松戸駅みどりの窓口前

集合 先着25人 1,960円 電話で
狭山事件にとりくむ東葛住民の会・神

かんばやし

林
☎343－3803へ
◆プレママ教室　東松戸地区〔全4回〕
6/30㈰、7/21㈰・28㈰、8/4㈰各13

時30分～15時30分 新松戸市民セン
ター 妊娠20週から32週の妊婦 先
着15人 2,000円 電話でぶぶぶマ
マ大学・佐々木☎080－6661－1966へ
◆「縁

えにし

の会」介護に関する悩み相談に
介護のプロがお答えします
6/30㈰14時～16時 特別養護老人

ホームやわら木苑（新京成五香駅下車）
先着20人 電話で同苑☎386－0213へ
●ダンス体験会（タンゴ）〔全4回〕
7/2㈫・9㈫・16㈫・23㈫各19時10

分～20時45分 新松戸市民センター
中級者 ダンスシューズ 1,000円
電話で新松戸社交ダンスサークル・

吉村☎346－1736（夜間のみ）へ
●ワルツ・ジャイブ講習会〔全3回〕
7/4㈭・11㈭・18㈭各19時～21時
稔台市民センター JDCスタンダー

ドA級・田原健二氏 初・中級者
2,000円 電話でクルミダンス・大場
☎080－1579－4358へ
◆松戸国際高校「松

しょうようさい

耀祭」PTAバザー
7/6 ㈯10時～13時 同校 同校・

石田☎386－0563
●生涯学習セミナー2019「令和のは
じまり生き生きと」
7/7 ㈰10時～16時 常盤平市民セ

ンター 2,000円 FAXで松戸モラロ
ジー事務所・立

たつざわ

澤 388－1689へ
●コカリナ演奏会　松戸コカリナサー
クル“森

もり

の音
ね

”10周年
7/7 ㈰13時30分～15時30分 市

民劇場 小学生以上 同サークル・原
☎347－9832（昼間のみ）
●松戸市レディース卓球大会
7/9 ㈫ 9時～17時 運動公園体育

館 年齢別ダブルス戦 市内在住・在
勤・在クラブの女性 1人800円 6/28
㈮までに、電話で松戸市レディース卓球
連盟・長谷☎368－0329へ
◆韓国語を勉強しよう（初級2）
7/13 ～ 9/28の 第2・4 ㈯11時10

分～12時40分 市民会館 各先着15
人 各1,500円 電話でコリアンガー
デン・田山☎361－9935へ
●混声合唱団リンリーズ定期演奏会
7/21㈰16時30分～18時30分 森の

ホール21 1,000円　※先着20組40人
を無料招待 6/28㈮までに、郵送で同
合唱団・浅井(☎090－1111－5825)へ
◆小学生のためのおもしろ科学実験〔全5回〕
8/21㈬・22 ㈭・23 ㈮・26 ㈪・27

㈫各9時～10時30分 松戸国際高校
先着25人 500円 同校ホームペー

ジで 同校・陶
す や ま

山☎386－0563

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

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

◆文化振興の助成金を受け付け
期間8/1㈭まで 基礎医学・伝統芸能・
伝統技芸・音楽・演劇・絵画・工芸・彫
刻・スポーツの各分野で、1件100万円を
上限として助成 県内在住または県内
で活動する個人・団体 （公財）土屋文
化振興財団☎364－3689（平日のみ）

広報まつど 6月1日号のおわびと訂正
　7面ユーカリひろばのサークルメン
バー募集「健康体操こがさき」の電
話番号に誤りがありました。正しくは
「☎090－8312－1470」です。おわ
びして訂正します。

M
み ぃ あ

IEA世界めぐり
フランス食文化セミナー

～フランス・ガストロノミーの歴史と魅力～
7月23日 ㈫14時30分 ～16時
会場ゆうまつど　
内容現地に20年住んでい
た講師が食の視点からフ
ランスの歴史・文化と魅
力を紹介
講師アンスティチュ・フラ
ンセ東京・河合恵

え み

美氏
定員先着50人（会員優先）
費用500円（会員300円）

電話で（公財）松戸市国際交流協会☎366－7310へ

●松戸クロッキーの会（人物デッサン）
第1～3 ㈮18時30分～21時 市

民会館 月3,000円 3,000円 細
ほ そ や

谷
☎384－4736（夜間のみ）
●小金ダンスサークル
第4除く㈪14時～16時 小金市民

センター ダンスシューズ 月2,500
円 苅

か り べ

部☎345－ 6644
●稔台囲碁クラブ
㈯㈰㈷13時～19時 稔台市民セ

ンター 月600円 1,000円 石井
☎367－1264
●緑会囲碁クラブ（対局・講座・大会）
㈯13時～18時 矢切公民館 月

1,000円 1,000円 菊山☎362－
6935
●日本画サークル紅

こうさいかい

彩会（日本画・水彩画）
㈮13時～17時 矢切公民館 月

5,000円 加藤☎345－0077（夜間
のみ）
●小金原歌唱サークル（歌謡曲指導）
㈫13時～16時 小金原体育館

月2,500円 1,000円 宮崎☎090－
2168－5107
●カトレア ソシアルダンス研究会
（ペアレッスン）
㈬19時～21時 新松戸市民セン

ター 男女ペア 月3,500円 1,000
円 池田☎090－4524－ 9300
●史

ふみ

の会（自作文芸作品の合評）
第4㈬9時30分～12時30分 稔台

市民センター 月500円 福田☎367
－3208
●笹俳句会
第 1㈰13時～17時 市民会館

月1,000円 大場☎364－ 2722
●稔台剣道スポーツ少年団
㈪18時30分～20時、㈯17時～19時
稔台小学校 小学生 月1,500円

1,000円 横田☎090－2444－7975
●MBC松戸ベアーズスポーツ少年
団（ミニバスケットボール）
㈫㈮17時～20時、㈯8時～13時、

㈰14時～16時 柿ノ木台小学校他 
小学生 月1,500円～2,000円

1,500円 山本☎361－4110

●まめの会（調理実習）
第 1㈮10時～13時 市民会館

年6,500円 佐藤☎341－2872
●松戸ミニバスケットボールスポーツ少年団
㈯㈰㈷9時～11時 常盤平第一小

学校他 小学生の男子 月1,000円
佐藤☎080－3459－3971
●ザ・エクササイズ（エアロビクス、
ヒップホップダンス）
㈫㈭㈯10時～11時45分 六実市

民センター別館 30歳～69歳の女性
月3,000円 500円 岡田☎070

－4169－1836
●生涯大学よさこい元気会（よさこい
鳴子おどりとストレッチ）
第1・3㈭15時～17時、第2・4㈭

11時～13時 矢切公民館他 60歳
以上 月1,500円 梅田☎04－7145
－8317
●体操クラブはつらつ柿の木台（ス
トレッチ体操）
㈭13時～15時 柿ノ木台公園体

育館 60歳以上 先着10人 年
12,000円 2,000円 菅

か ん の

野☎080－
1037－0883
●松戸太極拳（気功・中国拳法）
㈰9時～12時 馬橋市民センター
月2,500円 2,000円 布施☎090

－3214－8965
●さくら会（ストレッチ、リズム体操）
㈫㈭ 9時20分～10時55分 常

盤平体育館 60歳以上 月2,500円
1,500円 柴田☎388－9138

●松
まつねん

年クラブ（ソフトテニス）
㈰㈷ 7時～ 9時、㈪ 9 時～11時
栗ケ沢公園庭球場 先着5人 年

16,000円 1,000円 千
せ ん ば

杷☎04－
7174－1698
●硬式セピアテニスクラブ
㈪14時～17時、㈮12時～14時 金

ケ作公園庭球場 月1,500円 3,000
円 平田☎387－9298
●ヨガ忘れな草の会
㈪10時～12時 明市民センター

他 月3,500円 1,000 円 川辺☎
362－0372

チーバくんと隠された１２の暗号 inとうかつチーバくんと隠された１２の暗号 inとうかつ

県ホームページ

賞品

期間 9月1日㈰まで
内容東葛6市（松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・
鎌ケ谷市）の公園や観光施設など計12施設に隠してある
「暗号」と「ヒント」を探し出して暗号を解読しよう。暗号を
解読すると、各市にちなんだキーワードが出現するよ。解読
した暗号の数に応じて、抽選で賞品をプレゼントします。

　　●A賞(12個全て解読)チーバくん特製クオカード5,000円券(20人)
　　●B賞( 8個以上解読)各市の特産品(30人)
　　●C賞( 4個以上解読)チーバくんグッズ詰め合わせ(40人)
　　●D賞( 2個以上解読)オリジナルチーバくんピンバッジセット(60人)
※詳細は、戸定が丘歴史公園、21世紀の森と広場、文化観光国際課、千葉県東葛飾地
域振興事務所などで配布するパンフレットをご覧ください。

応募方法 9月16日㈷〔消印有効〕までにパンフレットの応募はがき、または
9月16日㈷23時59分までに県ホームページの応募フォームで。
千葉県東葛飾地域振興事務所☎361－2111

千葉県
PRマスコット
キャラクター・
チーバくん

要申込

松戸市では、
戸定が丘
歴史公園と
21世紀の
森と広場に
隠したよ！

●広報まつど　2019（令和元）年 6月15日
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東京オリンピック招致の夢を
実現した男・田

た ば た

畑政
ま さ じ

治役を
愛くるしく演じたい

俳優 阿
あ

部
べ

サダヲさん

――大河ドラマの主役を務められるにあたってお気持ち、役どころは？
　大河ドラマには過去3回出演しましたが、主役は大役でいつかやってみたい
と思っていました。今回、私も所属する劇団の「大人計画」の宮

く ど う

藤官
か ん く ろ う

九郎さ
んが脚本を手がけることは知っていましたが、まさか自分が主役だと思いませ
んでした。
　田畑政治さんは実在の人物で、周りの人が無理だと思っていることを実現
してしまう猪

ちょとつ

突猛
もうしん

進なかっこいい人ですが、東京オリンピック開催時には組
織委員会の重要な役職を外されていたため、歴史の表舞台にはあまり残らな
かった人です。演じたことがきっかけで、これから教科書に載るようになっ
たらうれしいですね。宮藤さんの描く田畑さんがとても魅力的なので、それ
が伝わるよう考えながら、愛くるしく演じられたらと思っています。
――後半の見どころ、水泳シーンは？
　前半は陸上競技が中心の身体的な動きで魅せるスポーツの話でしたが、後
半はいわば言葉のスポーツのような展開になります。田畑さんはとても早口
な人だったそうなんですが、ドラマで早口すぎると視聴者の方が聞き取れな
いと思いますので、そこは聞き取れるように気をつけています。田畑さんは、
もともと水泳選手で、新聞記者になり、オリンピックを招致した人なので、水
に入るなどいろいろなシーンがあります。現場で大勢のみんなで作り上げる
感覚を大切に演じています。

――松戸市出身者では初の大河ドラマの主役になるかと思います。
　僕が松戸市出身だということはいろいろな所でよく言っていて、他の松戸
市出身の役者の方から話しかけてもらったりします。役者は、方言が強い地
方の出身だと演技をするときに大変なこともあるようですが、松戸市出身だ
とそのような心配はないので、いろいろな役に染まりやすくて助かっています。
――阿部さんは、市立松戸高校出身ですね。
　そうなんです。そういえば、僕の在
学中は工事の関係で校庭が使えなか
ったため、運動会がなかったことがあ
りました。
――松戸でのスポーツに関する思い
　　出はありますか？
　ずっと野球をやっていて、小学生
のころは南花島の子ども会のソフト
ボールのチームに所属していました。

優勝経験も何回かあります。高校時代も野球部で、運動公園での練習では
しごかれた思い出があります。普段は自転車通学でしたが、試験期間で部活
がない間は家から走って学校まで通ったりもしました。冬に霜が降りてグラウ
ンドが使えない間は、郵便配達のアルバイトもしました。毎日眠いまま配達を
していたせいで、それまでは一重まぶただったのに二重になりました（笑）。
――今後の目標、夢などがあれば教えてください。
　松戸に映画館がなくなってしまって、前に僕が映画の主演をした時に舞
台挨拶に行けなくて残念だったのですが、今度新しいショッピングモール

（T
テ ラ ス

errace M
モ ー ル

all 松戸）に映画館ができると聞きました。もしまた映画の主
演をさせていただくことがあったら、ぜひその映画館で挨拶したいです。そ
の映画の舞台が松戸市だったら最高ですね。
――ありがとうございました。阿部さんのご活躍と『いだてん』の成功を、
ふるさと松戸から応援しています。

日曜 NHK総合　　　20時
 BSプレミアム 　18時
 BS4K　　　 　　9時

　
“オリンピックに初参加した男”金

かなくり

栗四
し そ う

三と、“オリンピックを呼んだ男”
田
た ば た

畑政
ま さ じ

治。2人の主役がリレーし、明治から昭和のスポーツマンたちの姿を
通して描く「東京＆オリンピック」の物語。

大河ドラマ『いだてん～東京オリムピック噺～』
ばなし

<再放送 >
土曜 NHK総合　13時05分
日曜 BS4K　　　　　 8時

田畑政治役を熱演する阿部サダヲさん

▎大河ドラマ『いだてん』の主役に！

▎松戸出身の役者として

阿部サダヲさんプロフィール
1970（昭和45）年生まれ。千葉県松戸
市出身。1992（平成4）年より「大人計
画」に参加し、舞台『冬の皮』でデビュー
以来、 舞台やドラマなどに多数出演。映
画『舞妓Haaaan!!!』で第31回日本アカ
デミー賞優秀主演男優賞、『彼女がその
名を知らない鳥たち』で第60回ブルーリ
ボン賞主演男優賞を受賞。大人計画の
俳優らとバンド「グループ魂」を結成し、
NHK紅白歌合戦への出場も果たした。

国際交流員コラム「この頃は、ハ…ビッ!（Here comes Ja…vi!）」は、4面に掲載しています。

　大相撲の新十両に昇進が決まった琴ノ若関
が市役所を訪れ、市長に昇進を報告してくれ
ました。元大関松

まつのぼり

登が引退した1961年以来、
58年ぶりに誕生した松戸市出身の関取は、祖
父の先代佐渡ヶ嶽親方（元横綱琴

ことざくら

櫻）・父で師
匠の佐渡ヶ嶽親方（元関脇琴ノ若）に続く親子
3 代の関取でもあります。また、今回の昇進と
ともに、父のしこ名を受け継ぎました。
　佐渡ヶ嶽親方と一緒に来庁した琴ノ若関は、

「お客さんを沸かせる相撲を取りたい」と意気
込みを語ってくれました。

　市内にある佐渡ヶ嶽部屋では、これまでに琴
こと

欧
おうしゅう

洲関や琴
ことしょうぎく

奨菊関といった大関が誕生し、市内
で優勝パレードも行っています。父の名をもらっ
た琴ノ若関は、大関以上になれば祖父の琴櫻の
名を受け継ぐことも認められているそうです。

「今のようなおとなしい相撲ではこれからは勝
てない。立ち合いから厳しくしていかないと」
と佐渡ヶ嶽親方はさらなる奮起を促します。
　7月7日㈰から始まる名古屋場所が、琴ノ若
関の十両としてのデビューとなります。市民み
んなで応援しましょう！

琴
こ と の わ か

ノ若関（佐
さ ど が た け

渡ヶ嶽部屋）が市役所を訪問

本郷谷市長と握手をする琴ノ若関（中央）。左は佐渡ヶ嶽親方

58年ぶりに松戸市出身の関取が誕生！　十両
昇進！

『いだてん』ロケ現場での阿部サダヲさん

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（右の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

2019.6.15
（令和元年）

8 広報まつどは、グリーン購入法に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。




