
松戸市消防音楽隊による
オープニングセレモニー
時間10時～11時30分〔雨天中止〕
会場千駄堀池付近

森のこども館
　自然の中で昔ながらの遊びを体
験できます。
時間10時～16時　会場森の工芸館

11月2日㈯

松戸のおいしいもの・かわいいものが集まるしぇ！
　市内を中心とした飲食店やキッチン
カー、物品販売など36店舗が集まります！
時間10時～16時〔雨天決行〕　
会場 水とこかげの広場

　ペイントアーティストになりきってオリジ
ナルの作品を作ったり、J

ジ ャ ル
AL（日本航空）制服

撮影会など、野外で仕事体験が楽しめます。
時間10時～16時〔雨天中止〕
会場 光と風の広場

　地元アーティストによる、アコースティッ
クライブです。紅葉が始まった木々をバック
に、心地よい音楽と食事を楽しみながら、公園
でゆったりとした時間をお過ごしください。
時間11時～16時　会場光と風の広場〔雨天時は広場の橋の下に変更〕

松戸集まるしぇ

　学びあり、食ありの素
す て き

敵なピ
クニックをお楽しみください！
時間10時～16時　
会場光と風の広場
内容ガレージセール（アウトド
アアイテム他）、ワークショッ
プ、キッチンカー

10月31日㈭は市・県民税（普通徴収分）第3期の納期限です。 収納課☎366－7325

 11月2日㈯・3日㈷・4日㉁ 各10時～16時30分〔荒天中止〕　
会場21世紀の森と広場　 同広場管理事務所☎345－8900　

入 場 無 料

3日間開催

11月2日㈯

※写真は
　昨年の様子

ミンナノヒカリ～舞
ま い

～
　プロ・アマダンスパフォーマーによ
るダンスステージ。
時間12時～16時　会場広場の橋の下

　全国から選りすぐりの6店舗が出店します。
時間10時～（チケット販売は16時まで）〔雨天決行〕　会場千駄堀池ほとり
販売価格1杯900円（チケット制。トッピングは各店舗で個別購入）　
出店店舗中華蕎

そ ば
麦 とみ田

た
（松戸市）、J

ジ ャ パ ニ ー ズ
apanese S

ソ バ
oba N

ヌ ー ド ル
oodles 蔦

つた
（東京

都）、無
む て っ ぽ う

鉄砲 豚
ぶた

の骨
ほね
（奈良県）、ラーメン武

たけ
丸
まる

×ハイマウント（栃木県）、大
おおしま

島
（東京都）×麺

め ん や
屋つくし（富山県）、ちばから（市原市）

アウトドアフィールドピクニック

松戸フォレスト
コンサート

11月2日㈯・3日㈷

出張！
カンドゥー！
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9月は防災行政無線で6件の行方不明高齢者の探索を行い、 5件発見されました（9月30日時点）。ご協力ありがとうございました。

11月1日㈮～29日㈮　
※2020（令和2）年5月以降の利用申請
期限は、利用希望月の前々月末日です。

松戸市保育所（園）・
小規模保育事業・
認定こども園一覧

年齢資格 施設名 設置
主体 所在地 開園

時間 問い合わせ

保
育
園

産休明け〜就学前
増第三平和保育園 社福 小根本 161 の 3 B 第三平和保育園 ☎710－6651
新新松戸ゆいのひ保育園（仮） 社福 新松戸 4 の 31 の1 B ゆいのひ保育園 ☎ 0476－36－8586

こ
ど
も
園

認
定 3 歳〜就学前 移千葉認定こども園

　（千駄堀栴
せんだん

檀幼稚園）
個 千駄堀 1865 A 千駄堀栴檀幼稚園☎ 341－6882

小
規
模
保
育
施
設

産休明け〜3 歳未満

新八柱ステーションルーム（仮） 社福 日暮 5 の 183 B はなみずきこども園 ☎383－8731

新北小金ニコニコ保育園（仮） 株 小金清志町 3 の 33 の 1 A 新松戸ニコニコ保育園☎ 711－8878

新ふるーる保育園松戸駅前（仮） 株 本町 17 の 7
松葉ビル 2 階 B ㈱アヴェニエール本部

☎ 048－261－0025

1 歳〜3 歳未満

新けやきの森保育園メルカート（仮）
　 ※ 2019（R1）/11/1 開設 社福 八ケ崎 2 の 8 の1

( テラスモール松戸内 ) B けやきの森保育園☎ 344－5026

新こすもすベビールーム新松戸中央
　 公園（仮） 株 新松戸 6 の 9 

エステート新松戸25　1 階 A こすもすベビールーム 新松戸第 2 ルーム
☎ 382－6844

新ドルチェルーム（仮） 社福 東松戸 1 の 8 の 7　 
レジーナレジデンス１階 B 音のゆりかご保育園☎ 712－1056

2020（令和2）年4月1日に新設・定員増予定の保育施設

M
マ ツ ド ゥ イ ン グ

ATSUDOING 2050 ～わたしがつくる！ まつどの
みらい～ワークショップ参加者募集
　地域の皆さんと市の若手職員が今後のまちづくりを共に考えるワークショッ
プです。第4回〜第6回は、「松戸駅周辺の公共施設」を中心に考えます。
対象市内在住・在勤・在学で、下記の日程に参加できる人
定員若干名（抽選）　費用無料
ワークショップスケジュール（予定）
第4回:11月23日㈷これからの公共施設にふさわしい機能とは
第5回:12月14日㈯松戸のまちづくりにふさわしい中心部の位置付け・機
能・役割とは
第6回 : 2020（令和2）年1月18日㈯多様なライフスタイルを受け止める公
共空間とは
時間午後の3時間程度　会場松戸駅周辺（予定）

10月15日㈫から11月8日㈮〔必着〕の間に、郵送・FAX・
申し込みフォームに住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話
番号・学校名または企業名を記入して、〒271－8588松戸市
役所　財産活用課  366－1160（☎366－7316）へ

要申込

松戸駅周辺はこんな風に
なってほしい こんな空間はどうだろうこういうシーンがほしい

申し込みフォーム

※国際人文科は前期選抜などで募集定員に
　達した場合、後期選抜は実施しません。
※海外帰国生徒・外国人・中国等帰国生徒の
　特別入学者選抜については、お問い合わ
　せください。

学科 普通科 国際人文科
募集定員 280人 40人

志願資格

以下の両方に該当する人 
◦保護者と共に千葉県が定
　める第 2 学区または隣接
　学区在住 
◦中学校もしくはこれに準
　ずる学校を卒業、または
　2020(令和2)年3月卒業
　見込み

以下の両方に該当する人
◦保護者と共に千葉県内在住 
◦中学校もしくはこれに準
　ずる学校を卒業、または
　2020(令和2)年3 月卒業
　見込み

前期選抜

選抜人数 168人 以内 40人 以内

試験日 2/12 ㈬〔学力検査（5 教科）〕
2/13 ㈭ 自己表現 2/13 ㈭ 面接・作文

入学願書等
受け付け

2/3 ㈪ 9 時〜16 時 30 分・4 ㈫ 9 時〜16 時に
直接同校で

結果発表 2/19 ㈬ 9 時から同校で

後期選抜

試験日 3/ 2 ㈪〔学力検査（5 教科）・面接〕
入学願書等
受け付け 2/25 ㈫ 9 時 〜16 時 30 分に直接同校で

結果発表 3/6 ㈮ 9 時から同校で

市立松戸高校新入生募集
同校☎385－3201

　学務課☎366－7457

　環境への負担が少なく、細い路地も通行できる「新たなモビリティ（移
動手段）」として、 さまざまな面で期待されているグリーンスローモビリ
ティ。この実証調査地域に河原塚南山地域が選ばれました。自治会の老人
クラブが中心になって運営し、千葉大学予防医学センターと共に効果を調
査します。
　地域に住む全ての人が利用できるので、
人と人とのつながりも生まれます。
※グリーンスローモビリティとは、時速20km
未満で、電動で公道を走る4人乗り以上の
環境にやさしい移動手段のことです。
期間10月28日㈪〜11月23日㈷　
運行地域 河原塚南山地域を中心に半径約
1km　車両 7人乗りカート1台　

高齢者支援課☎366－7346

ゆっくり

便利 環境に
やさしい

地域で作る、一歩先行く移動手段
グリーンスローモビリティ実証調査を行います

新＝新設　増＝増築により定員が増加　移 =幼稚園から認定こども園に移行
設置主体　社福…社会福祉法人　株…株式会社　個…個人
開園時間　A…月〜土曜＝7時〜19時　B…月〜金曜＝7時〜19時、土曜＝7時〜18時
※年齢資格は、入所希望月の初日現在の満年齢（1歳 以上3歳未満は、該当年度の4月1日現在の年齢）。※開園時間は延長保育を利用した場合。　
※新設施設は、状況により開設できない場合や開設が遅れる場合があります。　※新設施設の情報は、決定次第市ホームページでお知らせします。

台風15号被災地域への支援
　台風 15号により被害を受
けた皆さんに、謹んでお見舞
い申し上げます。市は被災地
域の一日も早い復旧・復興の
ため、支援を行っています。

　日本赤十字社千葉県支部
と千葉県共同募金会で義援
金を受け付けています。あ
たたかいご支援をお願いし
ます。

地域福祉課☎366－3019

支援先 支援内容
八街市・東金市・
山武市・九十九
里町

D
ディーマット

MAT（災害派遣医療チー
ム）派遣

多古町 給水
君津市 入院患者受け入れ
君津市 市議会選挙応援
市原市・南房総
市・館山市 被害認定調査

富津市 健康相談
木更津市 物資（土のう袋）搬送
木更津市・
館山市

災害ボランティアセンター
運営支援

館山市・鋸南町 災害復旧支援業務

危機管理課
　☎366－7309

（9月30日現在）

伊
い と う

藤智
と も き よ

清副市長が就任
　2019（令和元）年松戸市議会9月定例会で同意を得て、
10月1日付で就任しました。伊藤副市長は1980（昭和55）
年に松戸市役所に入所し、総務部長、代表監査委員などを
歴任しました。任期は4年間です。

秘書課☎366－7303

保育課☎366－7351

申請期間 ②教育・保育給付認定の交付と
　利用保育施設の決定
　結果通知を2020（令和2）年2月上旬から郵送します。

①保育課に申し込む
　必要な書類は保育課や市内の認可保育施設などで配
布する他、市ホームページでダウンロードできます。

利用までの流れ
2020（令和2）年度 保育施設〔保育所（園）・小規模保育施設・認定こども園〕の利用案内
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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

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。和
名ケ谷スポーツセンターの温水プールは
営業を継続します クリーンセンター施
設係☎385－7100

国民健康保険料納付済確認書（控除資料）
は事前に発送または国民健康保険課・各
支所窓口で発行できます

　納付済確認書は所得税・住民税の申告の
際、控除資料として必要となります。毎年
1月下旬に一斉発送しますが、年末調整で
早めに必要な場合はお問い合わせください

国民健康保険課☎ 712 － 0141

10月1日から生産緑地地区の指定に関
する条件が緩和されました

◦生産緑地地区の面積要件が300㎡以上
に緩和◦新たに生産緑地地区に指定する
ことができるようになりました みどり
と花の課☎366－7378

遺言による遺贈について㈱千葉銀行に
相談できます

　同銀行との協定により、遺言で死後に
財産の一部を市に寄附する「遺贈」につい
て、相談者の希望する支店で、専門職員
に直接相談できるようになりました（要
申込） 同銀行信託コンサルティング部
☎043－301－9269

市立保育所任期付短時間勤務職員募集
試験日 11/17㈰ 市役所採用期間 2020

（R2）/4/1〜 2023（R5）
/3/31　※職種・勤務時
間・給与などの詳細は市ホ
ームページで 保育課☎
366－7351

大規模小売店舗の変更届出の縦覧と意
見書の提出
縦覧および意見書提出期限 2020（R2）/1/6
㈪縦覧場所商工振興課対象店舗ピコティ
東館 同課☎711－6377

2019（令和元）年度危険コンクリートブ
ロック塀等除却工事の補助金の申請受付
は11/29㈮で終了します

　申請の希望がある場合は、除却工事の
契約前に建築指導課にお問い合わせくだ

さい 同課☎366－7368

講座・講演・催し

安全・安心シルバーフェスタ in ま つど 
（コンサート他）

10/26㈯13時〜16時（12時開場） 市
民会館 松戸警察署☎369－0110、松
戸東警察署☎349－0110、市民安全課
☎366－7285

特定生産緑地の指定手続き説明会
10/28 ㈪ 〜11/8 ㈮ 各18時〜19時

（土・日曜、祝・休日を除く） 市役所新館
9階会議室 生産緑地所有
者　※詳細は市ホームペー
ジで 電話でみどりと花
の課☎366－7378へ

臨時教職員候補者（講師）説明会
10/29㈫ 9時30分から 東葛飾合同

庁舎（市役所向かい） 松戸・柏・野田・
流山・我孫子・鎌ケ谷各市
の小・中学校に勤務を希望
する人　※詳細は県教育委
員会ホームページで 東葛
飾教育事務所管理課☎361
－2124
 
松戸子育てカレッジ「子育て広場 おやこ
で “ゆるりん”」
11/1㈮・8㈮・11㈪・15㈮・22㈮・25

㈪ 各10時〜12時 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

東松戸ゆいの花公園の講座①フレーム
の花②冬の花壇を明るく彩る花苗
①11/1㈮10時30分〜12時②11/9㈯

10時 〜11時30分 同公園マグノリアハ
ウス 先着①20人②10人 ①2,000円
②1,000円 10/16㈬から、電話で同公
園管理センター☎384－4

よ い は な

187へ

市内小中学校各種音楽コンクール
受賞記念演奏発表会

　合唱・合奏で全国大会や関東大会など
で優秀な成績を収めた学校が演奏を披露
します 11/2㈯9時40分〜11時40分
森のホール21出演予定校合唱の部第一中
学・和名ケ谷中学・市立松戸高校　合奏
の部第一中学・第二中学・第四中学・小
金中学・小金南中学・和名ケ谷中学・市
立松戸高校 指導課☎366－7458

お知らせ 親子で作ろう「折り紙メダル」（認知症の
人と走る啓発イベント R

ラ ン と も

UN伴表彰メダ
ル）
11/2㈯10時 〜 12時 東松戸中央公

園 常盤平高齢者いきいき安心センター
☎330－6150

シニア交流センターまつり
11/2㈯10時〜14時 同センター（9

時20分以降、馬橋駅西口から臨時無料
送迎バスあり） 旭町小・中学校吹奏楽
部の演奏、焼きそば・野菜の販売、フリ
ーマーケット他 同センター ☎343－
0521

交通遺児援護バザー
　収益は交通遺児を励ますための活動な
どに充てられます 11/3㈷10時〜14時

市民会館 松戸交通安全母の会事務局
（市民安全課内）☎366－7341

勤労会館 ふれあい教室①職場・家庭の
メンタルヘルスは大丈夫？ストレスへの
気づき②エクササイズでリフレッシュ

〔全４回〕③若手のモチベーションをUP
させるには？
①11/6㈬②11月の㈬③11/13㈬ 各

19時〜20時30分 同館 市内在住・
在勤・就職希望者 ①③各20人（抽選）②
30人（抽選） ①③筆記用具②運動着・
室内履き・飲み物・ヨガマット・タオル
10/24㈭〔必着〕までに、直接または申し
込みフォーム・往復はがきに住所・氏名

（ふりがな）・年齢・電話番号・性別・就労
の有無・講座名・返信用宛名
を記入して、〒271－0077 
松戸市根本8の11　勤労会
館（☎365－9666）へ

災害に対する備え～在宅避難について
学ぼう～
11/13㈬10時 〜 11時30分 新松戸

市民センター おおむね60歳以上 先
着30人 電話で新松戸高齢者いきいき
安心センター☎346－2500へ

講習会「ハーブのある楽しい暮らし」
11/13㈬13時30分〜15時〔雨天決行〕
金ケ作育

いくびょうほ　

苗圃 ハーブ研究家・桐原春
子氏 先着50人 10/15㈫から、電話
で（公財）松戸みどりと花の基金☎710－
2851へ

松戸市戦没者追悼式
11/16㈯14時〜15時30分 市民会館
地域福祉課☎366－3019

女性起業家交流会～出会う・学ぶ・考える～
11/22㈮10時30分〜12時30分 松

戸スタートアップオフィステーマ 集客、
家事・育児との両立など 起業している
女性 先着15人　※一時預かりあり（6カ
月〜小学2年生、先着8人） 電話または
FAX・申し込みフォームに住所・氏名・
電話番号・一時預かりの
希望の有無を記入して、
男女共同参画課☎ 364－
8778、 364－7888へ
 
ちばハートフル・ヒューマンフェスタ
12/6㈮13時〜16時 千葉市民会館

（千葉市中央区） 女優・サヘル・ロー
ズ氏による講演他 1,000人（抽選）
11/1㈮〔必着〕までに、往復はがきに郵
便番号、住所、氏名、電話番号 、入場
希望人数（1通につき2人まで）、返信用宛
名、託児サービス・手話通訳・要約筆記
の希望の有無、車椅子の使用の有無 を
記入して、〒260－0855千葉県庁内郵
便局留　ちばハートフル・ヒューマン
フェスタ事務局（県健康福祉政策課内☎
043－223－2348）へ

松戸地域職業訓練センター講座
パソコン講座他 各先着 5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

シルバー人材センター スマホ・パソコ
ン教室
コーススマホ入門、Word、Excel、個人
授業、タブレット、Windows10他
40歳以上 同センター ☎330－5005

会議

少年センター運営協議会
10/29㈫14時から 中央保健福祉セ

ンター傍聴定員先着5人 子どもわかも
の課少年センター☎366－7464

子ども・子育て会議
11/8㈮18時30分から 市役所新館

7階大会議室 傍聴定員 先着10人（18時
15分から受け付け） 子ども政策課☎
704－4007

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

中級英語講座～“T
ト ー キ ン グ

alking a
ア バ ウ ト

bout P
ピ ー プ ル

eople”  性格、感情、外見など
人についての表現を学ぼう～〔全5回〕
11月9日〜12月7日の土曜14時〜15時30分　会場市民会館　対象英検3・準2
級程度　※講座は全て英語で実施。　費用6,000円（会員5,000円）  定員先着20
人（会員優先） 　持ち物筆記用具

電話で同協会☎366－7310へ
MIEA世界めぐり日本文化体験～陶芸にT

ト ラ イ

RY～
11月11日㈪11時50分松戸駅券売機前集合、16時現地解散　会場東日本ガス湖
北台ショールーム(我孫子市)　内容マグカップ・小皿作り　定員先着20人(会員優
先)　費用2,000円(会員1,500円)　※別途交通費。

10月30日㈬までに、電話で同協会☎366－7310へ　※作品は、後日同協会
まで取りに来てください。
日本文化を知ろう！ G

ゲ ッ ト

et t
ト ゥ

o k
ノ ウ

now J
ジ ャ パ ニ ー ズ

apanese c
カ ル チ ャ ー

ulture！～豊洲市
場と東京おりがみミュージアム～
11月28日㈭8時20分松戸駅券売機前集合、16時現地解散　内容豊洲市場見学、
市場内で昼食（生

き そ ば

蕎麦）、東京おりがみミュージアム見学　定員先着20人（会員
優先）　費用3,500円（会員2,500円）　※別途交通費。

10月25日㈮までに、電話で同協会☎366－7310へ　※10月30日㈬までに、
費用を同協会に持参または口座振込。

（公財）松戸市国際交流協会（M
み ぃ あ

IEA）イベント情報

市ホームページ

市ホームページ

県教育委員会
ホームページ

申し込みフォーム

申し込みフォーム

秋の読書週間10月27日㈰～11月30日㈯
企画展示「松戸っ子おすすめ本」
10月27日㈰ 〜11月30日㈯　
内容市内在住の小・中学生を対象に募集したP

ポ ッ プ

OP
作品・本の展示

子ども読書推進センター
イベント情報

共通会場同センター　費用無料　 同センター☎331－0077
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日時11月22日㈮10時〜15時・26日㈫10時〜15時、12月11日㈬13
時30分〜15時30分・17日㈫10時 〜12時または13時〜15時（選択制）、
2020（令和2）年1月16日㈭10時 〜12時　内容読み聞かせに関する講
座など　対象市内在住　定員15人（抽選）　

10月30日㈬〔必着〕までに、往復はがきまたはFAXに氏名・年齢・
郵便番号・住所・電話番号・FAX番号・返信用宛名・受講を希望する理
由を記入して、〒271－0092松戸市松戸2062　子ども読書推進セ
ンター 331－1555へ

おはなしボランティア養成講座〔全5回〕　 要申込

要申込



11月1日㈮・15日㈮・29日㈮
各10時30分現地集合、終了後各自解散（最終は15時まで）〔雨天決行〕
　旧齋藤邸を描画の場として公開します。学習支援専
門員（日本画家・泉晴

せ い こ う

行氏）が初心者をサポートします。
定員各先着15人（複数日参加可）　
持ち物描画材料一式・ 飲み物・虫よけスプレー・昼食

11月8日㈮ 11時～12時（10時30分開場）
曲目里の秋、どんぐりころころ、
幸せなら手をたたこう他　
定員先着20人
持ち物飲み物

旧齋藤邸の秋
古民家「旧齋藤邸」を描こう！〔全3回〕 季節のミニコンサート 秋

皆で歌おう！～晩秋の古民家で二重奏～ 要申込

松田美喜氏
（マリンバ）

高松可菜子氏
（ヴァイオリン）

要申込

会場同邸（紙敷588）　費用無料　※駐車場はありません。 公共交通機関をご利用ください。
電話で社会教育課☎366－7462へ

共通

松戸ハロウィンフェスティバル2019& 菓子まつり 10月27日㈰10時～ 17時〔雨天中止〕　
会場松戸駅西口デッキと周辺エリア

ハロウィンフェスティバル
ハロウィン行進＆ランウェイショー 要申込
　ハロウィンファッションで西口商店会店舗を巡り、お菓子をゲット！
時間10時45分から20分ごとに6組　定員先着150人　費用200円

10月15日㈫9時から、申し込みフォームで
キーワードラリー
　プラーレ松戸・アトレ松戸店・キテミテマツドの各店のキーワードを
集めて、賞品ゲット！　※台紙は西口デッキの本部で配布。
時間10時 ～17時　定員先着300人
魔女ハットを探せ
　プラーレ松戸・アトレ松戸店・キテミテマツドや松戸駅東西デッキに
いる魔女を探し、ジャンケンでお菓子をゲット！
時間14時30分 ～16時（なくなり次第終了）
みんなで踊ろうINハロウィン
　みんなで踊るダンスタイム。キッズダンサーと一緒に踊ろう！
時間14時45分 ～16時40分

商工振興課☎711－6377

申し込みフォーム

菓子まつり
つきたて餅・あげパン販売
時間10時30分から（なくなり次第終了）
ロールケーキ作り 要申込
時間13時30分、13時50分、14時10分（各20分）　
定員各先着18人　費用500円　

10月15日㈫9時から、申し込みフォーム で
お菓子販売
　地元のお菓子を味わおう。市内の自慢の品が一堂に！
時間10時 ～17時

MamaCanハロウィンマーケット
　オリジナルグッズ作りやフェイスペイント・ネイルを楽しもう。
時間10時 ～17時

マ マ キ ャ ン

申し込みフォーム

戸定が丘の秋
　戸定が丘歴史公園と千葉大学園芸学部
からなる戸定が丘に、今年も見どころ
いっぱいの秋がやってきました。戸定邸
では、徳川慶喜公の甲

かっちゅう

冑（復刻版）の他、
手作り甲冑愛好会のご協力で各種武者鎧

よろい

を展示します。そして千葉大学園芸学部
「戸定祭」でも人気のイベントがめじろ押
し。ぜひお越しください。

千葉大学園芸学部大学祭「戸定祭」

10月26日㈯～11月10日㈰
（10月28日㈪、11月5日㈫を除く）
各9時30分～17時（入館は16時30分まで）　
会場戸定邸　費用戸定邸入館料（七五三の子どもとそ
の保護者2人まで無料）
※各自で記念写真を撮影することができます。前撮り
は、事前にご連絡ください。

戸定歴史館☎362－2050

11月3日㈷・4日㉁各9時～16時30分
会場同大学同学部松戸キャンパス
内容模擬店、野菜・果樹の販売（JA東西しらかわ特別出店あり）、よさこいチー
ム「CH

ち

Iよ R
れ ん

EN北
ほくてんかい

天魁」の演舞他　※詳細は同大学ホームページをご覧ください。 千葉大学
ホームページ

11月4日㉁ 10時～15時
会場松雲亭（戸定が丘歴史公園
内）　対象 5歳～7歳　定員 35
人（抽選）　費用1,000円（保護
者も追加1,500円で着用可）

10月21日㈪〔必着〕までに、
往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番号を記入して、
〒271－0091松戸市本町7の3　松戸市観光協会事務
局「甲冑着用体験参加希望」担当へ

松戸手作り甲冑愛好会・知
ち く

久☎080－5438－4039

七五三の甲冑着用体験 同大学同学部☎308－8706

図書館完成記念ガーデンコンサート
　ガーデンカフェで千葉大コーヒーを飲みながら、サクソ
フォン四重奏コンサートをお楽しみください。
日時11月4日㉁14時～15時
会場同キャンパスイギリス風景
式庭園
曲目行け、わがため息よ（ジェ
ズアルド）他

大石将紀氏 江川良子氏

冨岡祐子氏 加藤里志氏

イギリス風景式庭園

戸定ガーデンカレッジ

カフェ＆甲冑
11月9日㈯・10日㈰ 各10時～15時
会場松雲亭（戸定が丘歴史公園内）　定員各先着100人　
※子どもは兜

かぶと

を着用することができます。　費用プリン
ス徳川カフェ・抹茶・ぜんざい各500円

松戸手作り甲冑愛好会・知久☎080－5438－4039

戸定が丘歴史公園と千葉大学園芸学部の間が
通り抜けできます
10月27日㈰～12月15日㈰　

（10月28日㈪、11月5日㈫・9日㈯ ・10日㈰ と11月
11日㈪以降の月曜を除く）
開門時間9時30分～16時

政策推進課☎366－7072

　各界で活躍する園芸学部卒業生から、楽しみながら
園芸の基礎知識やトピックスを学べる講座です。
会場園芸学部100周年記念戸定ヶ丘ホール
動物園の裏話 : パンダ人気と動物飼育の人知れぬ工夫
11月3日㈷10時30分～12時　講師前恩賜上野動物園長・土井利光氏
目線の花飾りでおもてなし : 手軽に作るハンギングバスケット
11月4日㉁10時30分～12時　講師（一社）日本ハンギングバスケット協会理事・山口まり氏
市民農園で楽しむ野菜づくり
11月4日㉁13時～14時30分　講師元千葉大学准教授・北条雅章氏

戸定で祝う七五三
千葉大学園芸学部千葉大学園芸学部

戸定邸

戸定歴史館

JR常磐線

回廊門　

戸定が丘
歴史公園
戸定が丘
歴史公園

国道6号

戸定ヶ丘ホール

イギリス風景式庭園

要申込
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11月3日㈷10時～16時　会場青少年会館　 同館☎344－8556　
時間 内容　※費用の記載がないものは無料 会場

10:00 ～ 12:10
青少年サークルの発表
ポップインベリー、松戸ブラスオルケスター、松戸馬橋高校合唱部・ダンス同好会、新松戸空手道会、
松戸青少年交響楽団、新松戸カンフークラブ、Candy Girls

体育室13:05 ～ 14:30
青少年サークル・講座の発表
キッズ・ヒップホップ（青少年教室）、松戸ダンスアカデミー、クラルテウインドオーケストラ、松戸ご
当地ミューズナインハウス、フェアリーズバトンチーム

15:00 ～ 16:00 日本で唯一の女性お笑いマジシャン☆荒木巴
ともえ

のイリュージョンマジックショー !!
華やかで大爆笑のステージ！不思議と笑顔のパワーで青少年会館がドキドキ・ワクワクの夢空間に☆

10:00 ～ 15:00 レインスティックをつくって自然と語ろう　定員 先着100 人　費用100 円
集会室

10:00 ～ 15:30 ペーパーけん玉、くるくるビー玉めいろ作り　定員各先着 70 人
10:30～、12:30～、

14：00 ～ レジンでキーホルダーをつくろう！　定員各先着 20 人　費用各200 円 クラブ室

10:00 ～ 15:30 劇団“奇想天外＂演劇公演「Light & Magic Theater 2019」（芝居・怪談他） 美術室
10:00 ～ 15:30 どきどき段ボールトンネル探検チャレンジ 和室

10:00 ～ 15:00 ワクワク☆近代五種～走って、泳いで、的に当てて、タイムトライアル！ 景品をゲットしよう !! ～
定員先着 100 人　費用50 円 学習室

10:00 ～ 16:00 まつりで「わ」を集めよう！スタンプラリー ロビー
10:00 ～ 16:00 ハッピータイム☆コスチュームを着て写真を撮ろう !! 2 階廊下
10:00 ～ 16:00 青少年会館でワクワクを☆～輪なげ＆ボウリングで高得点をたたき出せ！～　定員先着200人 3 階廊下
10:00 ～ 15:00 駄菓子・わたあめの販売、ストーンペインティング、バルーンアート他　費用各10 円～ 100 円 中庭

※模擬店が出店します。
※時間や内容は変更になることが
　あります。
※駐車場はありません。当日、JR
　新松戸駅・青少年会館間の無料
　シャトルバスを運行します（新
　松戸駅発は 9 時45分から毎時
　45分発で 14時45分発まで）。
※当日お手伝いしてくれるボラン

ティアと、ダンボールトンネルを
一緒に作る子どもたちを募集し
ています。 詳細はお問い合わ
せください。

10月24日㈭〔必着〕までに、往復はがきに希望テーマ名・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、〒271－8588松戸市役所　消費生活課「秋の消費者教室係」（☎366－7329）へ　
※往復はがき1枚につき1人のみ（複数教室可）の申し込み。※抽選結果は10月25日㈮以降に通知。　※定
員に満たない場合は、10月28日㈪から電話で受け付け。　※②④⑤は一時保育あり（6カ月～小学2年生、
各先着6人、無料、当選後に要申込）。

テーマ 日時 会場 講師 定員
（抽選） 持ち物 費用

①

年末年始の忙しい時期に！
時短 + 簡単マジカルクッキング
～フライパンで作るグラタン、
きのこのマリネ風サラダ、カン
タンアップルパイ～

11/  7 ㈭
10:00～13:00

京葉ガスF
松戸第2ビル

食育指導士・鈴木真
理氏 20 人

筆記用具、
エプロン、
三角巾、
布巾 2 枚

1,000円

② 意外と多い家の中の危険！
住まいの安全対策講座

11/15 ㈮
10:00～12:00 ゆうまつど 消費生活アドバイ

ザー・吉村和義氏 40 人 筆記用具 無料

③

旬をいただく！
彩り豊かな秋の恵みで代謝アッ
プメニュー
～トマトと生

しょうが
姜のサフランライ

ス、春菊と柿のサラダ、塩レモン
チキン、カボチャのマフィン～

11/20 ㈬
10:00～13:00

京葉ガスF
松戸第2ビル

NPO 日本食育ラン
ドスケープ協会理
事・南

みなみや
谷志保氏

20 人
筆記用具、
エプロン、
三角巾、
布巾 2 枚

1,000円

④
ハンドメイド界に新風！
自遊自在ワイヤクラフトで天使
のフォトフレーム作り

11/26 ㈫
10:00～12:00 ゆうまつど

日本カラーワイヤク
ラフト協会グランド
マイスター・ますい
ゆりこ氏

20 人
筆記用具、
持ち帰り
用の袋

1,000円

⑤
味噌・甘酒・塩 麹

こうじ
！

健康ブームで大注目の発酵食品
を学ぼう

11/28 ㈭
10:00～12:00 ゆうまつど

日本発酵文化協会上
級認定講師・藤本倫
子氏

30 人 筆記用具 無料

秋の消 費 者 教 室 要申込
ワイヤクラフト

～令和の時代に大切なこと。仲間との「輪・平和・和の心・ワクワク」いろんな「わ！」に出会うイベント～

市 民 会 館 プ ラ ネ タ リ ウ ム 室

星空観望会「ならぶ月と土星」  
11月2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。1組5人まで（同一世
帯の場合は応相談）〕　費用無料

10月16日㈬から、電話で同館☎368－1237へ

同館☎368－1237

要申込

とみの会「松戸市内の神社巡り“松戸をもっと知ろう！"」〔全3回〕
11月①12日㈫9時30分～11時30分②19日㈫8時50分～12時③26日㈫
9時 ～12時　会場①ゆうまつど②③松戸駅東西連絡通路集合　定員25人（抽
選）　費用無料（別途交通費）
朗読で人生を楽しむ会「群読の楽しみ～みんなで声を出してみよ
う！日本のココロ抒情詩を読む～」〔全4回〕
11月16日㈯・30日㈯、12月7日㈯・14日㈯各13時30分 ～15時30分　
会場勤労会館　定員50人（抽選）　費用無料
千葉大みどりの会「千葉大学園芸学部キャンパス内でお気に入り
の樹木を見つけよう」〔全2回〕
11月16日㈯・23日㈷ 各9時 ～12時　
会場同大学同学部D棟　定員20人（抽選）　費用無料

成人講座 要申込

市民自主企画講座 要申込

共通 10月22日㈷〔必着〕までに、往復はがきまたは申し込みフォームに講
座名・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・返信用宛名を記入
して、〒271－0092松戸市松戸1307の1松戸ビルヂング4階　生涯学習推
進課（☎367－7810）へ
※往復はがき1枚、申し込みフォーム1件につき1講座（本人のみ）の申し込
み。連名での申し込みはできません。
※手話通訳・要約筆記が必要な場合は、申し込み時に記入して
ください。往復はがき・申し込みフォームでの申し込みが困難
な場合は、FAXでも受け付けます（ 360－0945）。
※定員に満たない場合は、10月23日㈬から電話で受け付け。 申し込みフォーム

日本最古の漫画『鳥獣戯画』を模写しよう～紙
し ほ ん

本墨
ぼ く が

画入門編～〔全3回〕
11月5日㈫・12日㈫・19日㈫各10時 ～13時　
会場文化ホール　定員20人（抽選）　費用100円
Jazzを聴いて学ぼう〔全3回〕
11月19日㈫・26日㈫、12月3日㈫各14時 ～16時　
会場文化ホール　定員30人（抽選）　費用無料

香
シャンシャン

香「ステキなママに！」①片付け講座②護身術③巻きずし作り〔全
3回〕
11月①11日㈪10時～12時②18日㈪10時 ～12時③25日㈪10時 ～13時　
会場①②常盤平体育館③稔台市民センター　定員20人（抽選）　持ち物③エ
プロン、タオル2枚（手拭き・食器拭き）　費用①②無料③700円　※一時預
かりあり〔6カ月～ 就学前、10人（抽選）、無料、要申込〕。
マル・モリクラブ「ママのスキルアップ術！」①コーヒーの淹

い

れ方
②アンガーマネージメント講座③ベリーダンス〔全3回〕
11月①14日㈭②18日㈪③12月4日㈬各10時 ～12時　
会場新松戸市民センター　定員 30人（抽選）　持ち物①マグカップ③飲み
物、動きやすい服装、タオル2枚、手鏡、ヒップスカーフ（ある人のみ）　
費用①500円②③無料　※一時預かりあり〔6カ月～就学前、10人（抽選）、
無料、要申込〕。

ハロウィーン特別投影
10月26日㈯・27日㈰各10時30分、13時30
分、14時30分、15時30分（各20分）
定員各先着80人　費用50円（65歳以上、中学
生以下、障害者手帳を持つ人とその人1人に
つき付き添いの人1人は無料。年齢を確認で
きる物の提示が必要）　※来場者に特製シール
をプレゼント（先着300人）。

投影開始30分前から、同館
2階で受け付け

青少年会館文化祭 &青年フェスティバル「わ！」
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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。

健康教室（メタボ）　
10月①18日㈮②25日㈮③31日㈭各14時～15時（13時45分開場）　会場総
合医療センター2階会議室　内容①口

こうくう

腔ケアから始まる健康づくり②少しず
つ工夫して脱メタボ③食生活を見直してみよう～塩分・脂質を中心に～　
講師同センター①歯科医師・歯科衛生士②保健師③管理栄養士　費用無料
同センター栄養管理室☎712－2511（内線1091）
認知症サポーター養成講座　
10月①23日㈬②31日㈭各10時～11時30分（9時30分開場）　会場①古ケ崎
②馬橋各市民センター　定員先着①40人②20人　持ち物筆記用具　費用無料
①10月15日㈫から22日㈷（初日は9時から）の間に、電話で明第2西高齢

者いきいき安心センター☎382－5707へ②電話で馬橋西高齢者いきいき安
心センター☎711－9430へ
介護者のつどい（六実六高台）
10月30日㈬、12月10日㈫、2020（令和2）年2月26日㈬各13時30分～
15時　会場六実六高台高齢者いきいき安心センター　対象家族が認知症
または自宅で介護をしている、六実六高台地域在住の人　費用無料
各開催日の3日前までに、電話で同センター☎383－0100へ

介護者の集い（明第2西）
11月9日㈯10時～11時30分　会場笑顔のおうちクリニック（栄町西）　
対象介護をしている人　費用無料
当日会場で
明第2西高齢者いきいき安心センター☎382－5707
介護者の集い（東部）　
11月10日㈰14時～15時30分　会場（特養）プレミア東松戸（東松戸駅下車）
対象自宅で介護をしているまたはしていた人　定員先着10人　費用無料
電話で東部高齢者いきいき安心センター☎330－8866へ

食からはじめる健康セミナー「スリムアップコース」〔全2回〕

11月①12日㈫10時～12時②19日㈫10時～13時　会場中央保健福祉センター
内容①運動②食事　対象20歳～59歳　定員先着25人　持ち物筆記用具・①
運動できる服装・運動靴・バスタオル・タオル・飲み物②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）。
10月15日㈫9時から、電話で同センター☎366－7489へ

要申込

要申込
要申込

要申込

まつど健康マイレージ付与…

　激増する中高年男性の自殺。その多くはうつ病が引き金になっています。
うつ病を招くのは、経済問題や人間関係の悩みだけではありません。他の
病気や手術などで体が弱っていることが、うつ病を引き起こすケースもあ
ります。その上、慢性化した頭痛や腰痛・インポテンツ・食欲不振などさ
まざまな身体症状にうつ病は隠れたり共存しながら、心身をむしばんでい
くのです。しかし、うつ病は治せる病気です。本人はもとより、家族や会
社、医師にもその症状や治療方法の情報が十分でないため、みすみす助か
る命が危険にさらされているのです。
　中高年の年間の自殺者数が、ゆうに交通事故による死者数をしのぐとい
う異常事態が続いています。うつ病は、よほどの軽症の場合を除いて自然
治癒することはありませんが、適切な治療によって治すことができます。

うつと自殺
あなたの健康 409 うつ病の治療にあたっては、抗うつ薬を服用することになりますが、これ

とともに重要なのが、休養です。いくら効果のある薬をのんでいても、以
前と同じように仕事を頑張ろうとしたのでは、うつ病はよくなりません。
　つらいことがあっても、そのつらさを口に出して言えない人は、うつ病
になりやすいです。うつ病になると、体の病気の回復が遅れ、死亡率も高
くなります。
　脳血管障害の患者の4人に1人にうつ病がみられるといいます。うつ病が
アルツハイマーを誘発することもあるといわれています。心療内科という
のは、心の病が原因で起きた体の病気を専門に診察、治療する科なのです。
うつ状態になると、「生きよう」、「生きたい」という気持ちが薄れていきま
す。うつになると、頭の中では生きていくのがつらいと考えるようになり、
生きる意欲をふりしぼり切れなくなります。うつ病は、かかりはじめてか
ら治療でよくなるまでに常に億劫さがまつわるので、周囲の人の理解とサ
ポートが重要になってきます。

松戸市医師会 https ://www.matsudo-med.or.jp/

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、翌平日休館）、年末年始
常設展観覧料…一般310円、高校・大
学生150円（20人以上団体料金あり）
※障害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。
※講座・講演会の一部で、一時預かり
あり（6カ月～小学2年生、無料）。申し
込みについては、市ホームページをご
覧いただくか、電話でお問い合わせ
ください。

◆10/22㈷、11/3㈷は観覧無料です
◆館蔵資料展「縄文貝塚 貝の
花遺跡」
11/24㈰まで　会場企画展示室
費用無料　展示解説会11/16㈯・

24㈰各14:30～15:00　
◆展示「e

エ コ

co 生活事始め～考
古資料から見た上手な資源の
使い方～」
11/24㈰まで　会場企画展示室
費用無料　 展示解説会 10/20
㈰、11/17 ㈰ 各13:30から　
◆チバミュージアムフェスタ
2020「オリンピック・パラリ
ンピック」と千葉のスポーツ史
10/19㈯～11/15㈮　会場企
画展示室ロビー　費用無料
◆学芸員講演会①新しい貝の
花遺跡の姿②お江戸の事件と
錦絵 3 「鯰

なまずえ

絵が走る」
①10/19㈯②11/17㈰各13:00
～15:00　会場講堂　定員各先
着80人（申込不要）　費用無料
◆ガイドツアー（総合展示解説）
随時受け付け

◆博物館ミュージアムシアター
会場講堂　定員各先着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

10
月
司馬遼太郎と城を歩く6「仙台城・長
浜城・郡山城・中津城」（60分）

11
月
ナショナルジオグラフィックビデオ
「ベスビオ～噴火の爪痕～」（55分）

ミュージアムシアター
（平日）13:15、15:15
（土・日曜、祝・休日）
15:15

10
月
人類 いかにして人は五大陸へ渡ったの
か2「アジアへのひろがり」（46分）

11
月
極める・日本の美と心 奈良の名

めいさつ

刹1
「東大寺」（50分）

土日祝のキッズシアター
（土・日曜、祝日）13:15
※10/19㈯・26㈯、
11/4㉁・17㈰を除く

10
月
アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
「鶴の恩返し」他2話（25分）

11
月
アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
「猫女房」他2話（25分）

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。10/15㈫から、電
話でパークセンターへ（9:00～17:00）

開館時間…9:00～16:30（11月～2
月は16:00まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館）
※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）。
※バーベキューの予約は、市ホームペー
ジまたは☎385－1815へ。

◆健康と癒
いや

しの森歩き～心と
身
か ら だ

体で楽しむ森林浴～
11/9㈯10:00～11:30　講師
千葉県森林インストラクター会
定員先着25人　費用無料
◆冬から春まで楽しむハンギ
ングバスケット
11/10㈰13:30 ～15:30　講師
ガーデンコーディネーター・杉
田佳

よ し こ

子氏　定員先着24人　費
用2,200円

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

文化ホールギャラリー
☎367－7810

開館時間…9:30～17:00（入館は
16:30まで）
休館日…月曜（祝日の場合は開館し、
翌平日休館）　
入館料…共通券一般320円など。個
別券一般250円（戸定邸）、150円（歴
史館）など
◆10/22㈷は、入館無料です
◆企画展「1867年万博使節団
の明治」
12/22㈰まで　内容渡欧中に幕
府の終

しゅうえん

焉を知らされた徳川昭武と
使節団員たちは、帰国後、どのよう
に生きたのでしょうか。山

やまたか

高信
のぶあきら

離、
渋沢栄一などそれぞれが選んだ明
治維新以降の人生を紹介します。

戸定歴史館
☎362－2050

運動公園
☎363－9241

◆①骨盤ヨガ②ヨガ
①10/17～11/14 の ㈭14:00～
14:50②10/18～11/15の㈮11:00
～11:50　会場武道館　対象18
歳以上　定員各先着20人　費用
各500円　 当日会場で

※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。

◆松戸あひる会絵画展
10/15㈫～20㈰
中野☎368－4390

◆金曜デッサン会展
10/15㈫～20㈰
森田☎346－3606

◆パステル画展
10/22㈷～27㈰
都
つ く ら

倉☎090－7421－4373
◆M

エムオーエー

OA美術館まつど児童作品展
10/25㈮～27㈰
滝澤☎727－1808

◆松戸市文化祭
10/29 ㈫～11/3㈷
生涯学習推進課☎367－7810

◆日本リアリズム写真集団松
戸支部写真展「海

く ら げ

月」
11/5㈫～10㈰
小野田☎090－9327－1989

◆全日写連盟松戸支部写真展
11/5㈫～10㈰
河
こ う の

野☎386－7131
◆創立 50周年記念創

そ う び か い

美会展
11/12㈫～17㈰

●ヘルスバレーボール・ボッチャ教室
10/19 ㈯19:00 ～21:00　
会場東部スポーツパーク体育館
岩下☎090－5531－8004

●カローリング・ボッチャ教室
10/27 ㈰ 9:00 ～12:00　会場
小金小学校　定員先着50人　
堀☎344－1735

●ソフトバレーボール教室
11/3 ㈷ 9:00 ～11:00　会場常
盤平体育館　 浅野☎ 090－
4012－7686
●小金原地区グラウンド・ゴルフ大会
11/9 ㈯ 9:00 ～13:00　会場旧
根木内東小学校　定員先着80
人　 10/15㈫から25㈮の間
に、電話またはFAXに住所・氏
名・年齢を記入して市村☎
342－6190へ

本
ほんじょう

祥☎344－8258
◆松戸クロッキーの会作品展
11/12㈫～17㈰
細谷☎384－4736

◆あすなろ会洋画展
11/12㈫～17㈰
鈴木☎707－8786

◆紅葉の秋 葉が赤くなるのは
誰のため？
11/27㈬10:00 ～11:30　講師
自然解説員・渡邊勲氏　定員
先着20人　費用無料
◆クズのつるで遊ぼう～クリス
マスリース作りと輪投げ～
11/30㈯13:00～15:00　講師松
戸里やま応援団・里やまQ　定
員材料がなくなり次第終了　※当
日13時から受け付け　費用無料
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●俳句会見学会（初・中級者）
10/17㈭、11/7㈭各13時～16時
矢切公民館 各2,000円 ひこばえ

俳句会・横
よ こ て

手☎369－1685
●社交ダンス初級・中級講習会〔全4回〕
10/18㈮11時～13時、10/25㈮、11/8
㈮・15㈮各12時～14時 小金原市民
センター ワルツ、ルンバ 1,500円
ゆりの会・石田☎090－1542－5940
◆稔台フレンド寄席
①10/19 ㈯②11/16 ㈯各19 時か

ら オオイ文化センター（新京成みの
り台駅下車）出演①三

さんゆうてい

遊亭あら馬
ま

②桂
かつら

こう治
じ

各200円 稔台フレンドクラ
ブ・小林☎367－6579
●囲碁大会（棋力別・変則リーグ戦）
10/20 ㈰ 9時～18時 常盤平市民
センター 1,500円（高校生以下800
円）※昼食付き 常盤平囲碁クラブ・
清水☎386－1988（昼間のみ）
◆盲導犬チャリティコンサート
10/20 ㈰ 11時～15時〔雨天中止〕
松戸駅西口デッキ 盲導犬を普及さ

せる会☎090－8003－7790
●社交ダンス（キューバンルンバ）講
習会〔全3回〕
10/21㈪・28㈪、11/4㉁各15時～
17時 小金原市民センター 1,500
円 みさきダンス・石田☎090－1542
－5940
◆企業活性化相談
10/23 ㈬、11/27 ㈬各14時～17時
勤労会館 市内中小企業の経営者
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

◆労災職業病なんでも相談会
①10/26㈯②11/30㈯各13時～16

時 ①船橋市勤労市民センター②千葉
市中央コミュニティセンター 千葉中
央法律事務所☎043－225－4567
◆六実っ子まつり（模擬店・イベント）
10/27㈰ 9時30分～15時 六実市
民センター・六実中央公園 実行委員
会・中野☎090－9817－8564
●馬橋ペン習字作品展
10/27 ㈰ 10 時～17時 新松戸市

民センター 馬橋ペン習字サークル・
岡本☎343－ 3287
◆腎臓病を考える会（市民講座）
10/27 ㈰ 13時～15時30分 ホテ

ルポートプラザちば（千葉市） 千葉東
病院腎臓内科医長・川口武彦氏他 先
着120人 NPO千葉県腎臓病協議会
☎043－256－4661
●東京湾白ギス釣り
10/29 ㈫ 6時40分東西線浦安駅前
集合、14時30分同駅解散 先着3人
10,000円 10/15㈫10時から、電話
で松戸釣りクラブ・左

さ て

手☎090－5818
－7723へ
◆松戸市応援キャラクター「ばけごろ
う」お誕生日会＆ハロウィンパーティー
10/30㈬18時30分から（17時30分開
場） 森のホール21 先着516人 A

ア ー ト

rt 
S
ス ト ー ン

tone E
エ ン タ ー テ イ メ ン ト

ntertainment☎393－8887
◆松戸の宿の今昔物語Ⅸ〔全3回〕
11/1 ㈮・8㈮・15㈮各10時～12

時30分 文化ホール 先着30人
500円 10/25 ㈮までに、電話でご
近所探訪・地域を学ぶ・村上☎080－
1152－1427へ

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

◆相続・贈与遺言作成に関する税理士
による税務相談
11/1㈮13時～16時（1人20分） 市
民会館 先着9人 10/31㈭までに、
電話でNPOライフ・サポート☎712
－0622（9時～17時）へ
野良猫問題解決相談会
①11/1 ㈮② 11/13 ㈬③ 11/16 ㈯

④11/27㈬ 時間 ①③17時30分～20
時30分②④14時～17時 ①勤労会館
②常盤平市民センター③馬橋市民セン
ター④市民会館 各先着30人 松戸
地域猫スタートサポート・川野☎080
－3405－8986
◆無料調停相談会
11/2㈯10時～15時 市民会館 遺
産分割など家庭内のもめごとや民事上
のトラブルなどの相談　※現在裁判中・
調停中の事件は不可 直接会場で 千
葉地方・家庭裁判所松戸支部庶務課☎
368－5141
◆児童養護施設晴香園フェスタ
11/2㈯ 10時 30分～13時30分

同園・根木内こども館 同園・大野☎
345－2722
●社交ダンス（ワルツ）中級者講習会〔全3回〕
11/2 ㈯・9 ㈯・23 ㈷各13時30分

～15時30分 常盤平体育館 市内在
住・在勤 男女各先着15人 1,000
円 電話で松戸市ダンススポーツ協会
事務局・太田☎090－3694－7560（17
時以降）へ
●キッズリズム体操体験会（ダンス、
マット、縄跳び等）
10/26㈯、11/2㈯各17時～18時

運動公園他 5歳児～小学生 各先着
10人 各500円 電話でホップ・アッ
プ・西脇☎090－5430－1454へ
●国分寺市散策（殿

と の が や と

ヶ谷戸庭園他）
11/3㈷8時10分松戸駅東西連絡通路
集合、14時30分JR西国分寺駅解散 弁
当、飲み物 520円（別途交通費）
当日集合場所で 松戸歩こう会・出

いずはら

原☎
386－5611（昼間のみ）

●クイック・ルンバ 初・中級者講習会〔全3回〕
11/7 ㈭・14 ㈭・21 ㈭ 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 2,000円
電話でクルミダンス・大場☎080－

1579－ 4358へ
●松戸市レディース卓球大会
11/8 ㈮ 9時～17時 運動公園体育
館 ランク別個人戦 市内在住・在勤・
在クラブの女性 800円 10/28 ㈪
までに、電話で松戸市レディース卓球
連盟・長

は せ

谷☎368－0329へ
◆松戸リーダーズクラブ講習会（地域
の体操教室の講師を養成）〔全4回〕
11/9 ㈯・10 ㈰・30 ㈯、12/1㈰各

9時～12時20分（10/27㈰10時～11
時に説明会） フィットネスガーデン馬
橋（馬橋駅下車） 先着20人 500円
10/15㈫から、電話でりぼんくらぶ
上本郷・野

の

毛
げ

☎367－7735へ
◆老後の安心講座「人生の終盤を前
向きに生きるための講座」
①11/9㈯②11/16㈯各10時～16

時 ①松戸商工会議所（松戸駅下車）②
勤労会館 各先着20人 各1,000円
電話でNPO東葛市民後見人の会松戸
支部・堀井☎090－7011－4459へ
●みんなで遊ぼう !! 自然体験学級
11/10㈰9時30分～12時30分〔雨

天時は11/24 ㈰に延期〕 クリーンセ
ンター 5歳児～小学3年生（保護者
同伴） 100円 当日会場で 松戸
市スカウト連絡協議会・村松☎090－
1454－4542
●和太鼓のひびき「日本の心」
11/10㈰12時30分～15時30分
森のホール21 松戸市和太鼓連盟・青
山☎080－3388－4590
●家庭婦人バレーボール大会
12/1㈰・7㈯各8時30分から（11/23
㈷14時から代表者会議） 運動公園体育
館 学区で編成されたチーム 11/15
㈮までに、電話で松戸市家庭婦人バレー
ボール連盟・坂上☎348－2187へ

アプリは無料でダウンロードできます。詳細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

●マハロ・クラブ（ハワイアンバンド）
㈰9時～12時 馬橋市民センター
月2,000円 神

かんざき

崎☎04－7175－
1770

◆カラオケ同好会「東
とうしょうかい

唱会」
第1・3㈪13時～16時 八柱市民

センター 月1,000円 北久保☎384
－8713

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）11/12㈫ 9:00～11:30

☎361－2138
来所 11/12㈫ 13:30～15:00

思春期相談 11/11㈪ 14:00～17:00
精神保健福祉相談 11/  7㈭・18㈪各14:00～16:00
酒害相談 11/21㈭ 14:00～16:30

エイズ
検査

即日検査 11/  5㈫・19㈫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
障害者
差別相談

電話（予約不要）㈪㈫㈭㈮9:00～17:00 ☎361－2346
367－7554来所

要申込

●常盤平児童福祉館☎387－3320
あそび広場①2日㈯②16日㈯③30日㈯各15時～
16時　内容①歌の広場②おにぎりパーティー③
ぶんぶんごま作り　対象主に小学生
水曜広場①6日㈬②13日㈬③20日㈬④27日㈬
各16時～16時45分　内容①トランプ大会②フ
ラワーアレンジメント③フープ取りゲーム④ス
トーンペインティング　対象主に小学生
中高生の広場（TAPS）水・土曜（23日を除く）17時
～19時　内容フリータイム・おにぎりパーティー他
卓球広場9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 火曜（5日を除く）
六実市民センター水曜　八ケ崎市民センター木曜
稔台市民センター金曜　時間各15時～17時　
内容なぞなぞクイズ大会、マンカラ大会他対
対象主に小学生

わくわく広場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
●根木内こども館☎315－2985
おはなしあっぷっぷ 8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9日㈯・23日㈷各10時～12時　
対象小学4年生以上（要申込）
ひょうたんの会12日㈫11時15分～12時　
内容手遊びとお話　対象乳幼児と保護者
音楽であそぼう13日㈬10時～11時　
内容リトミック　対象乳幼児と保護者（要申込）
赤ちゃん教室14日㈭10時～11時30分　
内容育児相談・参加者同士の交流など　
対象 2カ月～12カ月の子と保護者
絵本はじめのいーっぽ 22日㈮11時20分～11時
50分　内容読み聞かせと絵本紹介　対象乳幼児
と保護者
親子パン教室30日㈯10時～12時　対象小学生以
上（要申込）
工作くらぶ30日㈯13時～15時　内容 オイルパ
ステル（りんごの量感画）　対象小学生以上

11月 （無料）
●六実こども館☎080－3507－3538
開館日時月・水曜14時30分～16時30分、土・日曜、
祝・休日10時30分から16時30分　※16日㈯は
休館　内容科学館、シャボン玉作り、どんぐり工
作他　対象18歳未満と保護者
●野菊野こども館☎331－1144
中高生タイム水・金曜17時～18時、土曜（2日を除
く）17時～20時　内容フリータイム・カフェコー
ナー・学習スペースあり　対象中学・高校生
おやこDE広場①6日㈬10時30分～11時30分②
8日㈮11時～11時30分　内容①あかちゃんたい
む②絵本の読み聞かせと手遊び　対象乳幼児と保
護者
のぎっこひろば17日㈰13時30分～15時　内容の
こぎり使って作ってみよう竹工作！　対象小学生
●森のこども館（21世紀の森と広場森の工芸館）
☎080－7323－9980（開館日のみ）
①1日㈮②2日㈯③3日㈷各10時～16時　内容①
森の中であそぼう②③モリヒロフェスタ（詳細は
1面をご覧ください）　対象18歳以下（未就学児
は保護者同伴）

●広報まつど　2019（令和元）年10月15日
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日常を切り取り、
共感できる作品を

写真家 上
こ う た き

瀧 由
ゆ

布
う

子
こ

さん
　「考える間もなくシャッターを切る。カメラの調整を気にしていられないくら
い、その一瞬を撮りたいという気持ちが強いんです」と語るのは、松戸市在
住の写真家、上瀧由布子さん。今年6月、全国のアマチュア写真家を対象と
した山形県酒田市の土

ど も ん

門拳
けん

文化賞で、最も優れた作品に与えられる文化賞を
受賞しました。今回の応募規定は30枚。「その人しか見ていない日常を切り取
る」ことをスタンスとした上瀧さんの作品は、数枚の写真をまとめて見ること
によって作品の意図が伝わります。時に1枚で伝わる写真もありますが、心と
いう見えないものを可視化し、表現するには、ある程度の枚数が必要なのだ
そうです。「作品に対する評価やリアクションは、自らの気付きや創作活動の
原動力になっています」と笑顔で話してくれました。
　2012年にご両親を相次いで亡くし、父親の遺品の中にカメラの関連品を見
つけたのが写真を始めたきっかけだったという上瀧さん。「父が写真を撮って
いたなんて知りませんでした。ファインダーを通して、父の見ていた世界を見
てみたかったんです」と振り返ります。そして、「今がスタートラインだと思って
います。写真は比べるものではなく、自分の世界を表現するものだからだと
思います」と文化賞を受賞しても意欲は高まるばかりです。
　松戸に住み始めて17年。松戸の景色は当時からだいぶ変わりました。「好
きな景色がなくなっていっても、日常を切り取っておくことで思い出せる。そ
れは心の記憶を豊かにすることでもあります」と、普段は何気なく見過ごして
しまう風景を大切に収めていく上瀧さん。誰かの心に引っ掛かるような作品を
これからも追い求め、挑戦を続けます。

「教育について、教育する」
アメリカの大学についての発表
　アメリカの大学はどんな感じですかとよく
聞かれるのですが、大学を形成する多様な思
想、影響、特異性などを全て解説していたら、
社会的に許されないほどの膨大な時間がか
かってしまいます。
　ただ私は幸運にも、松戸市国際交流協会

（M
み ぃ あ

IEA)の手助けをいただきました！英語
スピーチコンテストや国際文化祭を始め、
MIEAと多くのイベントで共に活動をしたこ
とがありますが、そのMIEAが今年８月にア
メリカの大学について発表する場を設けてく
れたのです。来場者の人数は期待以上の４０人

Educating about Education
My Speech about the American University
What is an American university like? Countless times have I been asked this 
question, yet to go through the many ideas, influences, and idiosyncrasies 
that compose these institutions would take longer than social norms would 
afford me.
Thankfully, the Matsudo International Exchange Association (MIEA) was 
here to help! I have worked with MIEA at many other events before, such 
as the English Speech Contest and Culture Festival, but in August they 
gave me the opportunity to make a speech about American universities. At 
about 40 people, the turnout was greater than I expected, and I thoroughly 
enjoyed talking at length to an interested, engaged audience. At the end 
the audience asked me a variety of questions about my personal opinions, 
experiences, and thoughts, reassuring me that my speech had earned a 
positive reception. I’m no psychic, but my coworkers were also pleased with 
the presentation, so I feel there is a high chance I will get to make another 
presentation in the future.

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

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

アネンバーグホール（ハーバード大学）の
魅力を説明しました！

（一社）P
ペ ア

AIR☎364－8832、文化観光国際課☎366－7327

パラダイスエア
ロングステイ・プログラム2019　アーティスト来日！
　世界各地より600件を超える応募の中から選ばれた、
3人組のアーティスト・グループ「b

ビ

i-」の自己紹介や作
品の内容をお知らせするイベントを開催します。
ロングステイ・プログラム2019　b

ビ

i- PARADISE　前夜祭
10月20日㈰17時30分～21時　会場PARADISE AIR

（松戸市本町15の4  ハマトモビル 5階）　 費用無料

受賞作品『糸
いとゆう

遊 G
ゴ ッ サ マ ー

OSSAMER』より

滞在リサーチ中の公開会議

染-Ⅲ

　優しい色彩で描かれた日本画
6点を展示します。

日時10月22日㈷ ～12月22日㈰各9時～22時
※月曜休館（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）
会場森のホール21　1階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

　市役所での手続き・防災情報・公共施設の紹介
などの情報を掲載しています。皆さんのお宅には、
事業者がポスティング（宅配）によりお届けします。
ぜひご活用ください。
配布期間11月1日㈮～30日㈯　※市内全域を順次配
布するため、地域により配布日が異なります。
仕様フルカラー、A4サイズ、208ページ

広報広聴課☎366－7320

黒澤朝子作品展

松戸市生活カタログ（市民便利帳）2019年版
を全戸配布します

11月26日㈫ ～12月2日㈪に、酒田市土門拳文化賞の受賞者作品展がニコンプラザ新宿
（新宿区）で開催されます。上瀧さんの写真集『糸遊 GOSSAMER 』も全国の書店で発売中です。

にも達し、長時間にわたり関心の
強い来場者に対して話をするのは
大変楽しかったです。最後には、
来場者から私の意見、経験、思い
などについて色んな質問があり、
好評をいただいたと安心できまし

た。人の心は読めませんが、同僚も良かった
と思ってくれたようで、いつかまた発表でき
る機会があればと思います。

作品展示
日時11月9日㈯～17日㈰各9時～16時30分　
会場同広場千駄堀池のほとり、みどりの里

①ワークショップ「不思議な風景がうつる
万華鏡を作ろう」②アートツアー「新たな
風景と出会う」③トークイベント「アートが
つなぐ人と場　21世紀の森で生まれる交流
と新たな風景との出会い」（①③は　　　）
日時11月9日㈯①10時30分～12時②14時～
14時30分③14時30分～15時30分　会場①③同広場パー
クセンター②同広場パークセンター前集合　講師②③招
待アーティスト・井口雄介氏③P

パ ラ ダ イ ス

ARADISE A
エ ア

IRディレク
ター・森純平氏　対象①3歳～中学生（小学3年生以下は
保護者同伴）　定員先着①35人③50人　費用無料
　　 ①③10月15日㈫ 9時から、電話で同広場パーク
センター ☎345－8900へ

　21世紀の森と広場の豊かな自然を舞台に、ア
ート作品展示・ワークショップ・トークイベント
を開催します。 芸術作品を通じて、緑豊かな公
園の自然を感じてみませんか。

21世紀の森と広場
　パークセンター
　☎345－8900

井口雄介氏
共通

『K
カ レ イ ド

ALEIDO-S
ス ケ ー プ

CAPE』

松戸アートピクニック
～新たな風景と出会うアート散策～

要申込

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

2019.10.15
（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。




