
　児童虐待の早期発見・早期対応は、子どもと保護者を救う第一歩となります。個人情報は守られます。
匿名での連絡も可能です。
　また、夫婦やパートナーなど親密な関係にある人からの暴力などに悩んでいる人も、一人で悩まずに
ご相談ください。
問子ども家庭相談課☎308－7210、 366－3901、 mckodomosoudan@city.matsudo.chiba.jp

オレンジリボンキャンペーン パープルリボンキャンペーン

　オレンジリボンには子どもへの虐待防止のメッセージが
込められています

1
いちはやく

89　ちいさな命に　待ったなし
11月は「児童虐待防止推進月間」です

　家庭での育児が困難なときに、子どもを一時的に預けることがで
きる「こどもショートステイ」をご活用ください（➡詳細は8面）。 

パープルリボンには女性への暴力根絶のメッセージが
込められています

DV（ドメスティック・バイオレンス）は犯罪です
11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」です
11月12日㈫から25日㈪は、女性に対する暴力をなくす運動の実施
期間です

DVとは

児童虐待とは

11月18日㈪～22日㈮　会場市役所本館1階連絡通路
　松戸まつりで来場者の皆さんと作成したオレンジリボンツリー・パープルリボン
ツリーの展示やパネルの掲示をします。相談カードやグッズの配布もあります。

オレンジリボン   パープルリボン キャンペーンイベント

保護された子どもたちのその後「子どもの声からはじめよう」
～虐待・社会的養護の当事者に学ぶ～
12月7日㈯14時～16時（開場13時30分）　会場千葉西総合病院アネックス館（新京成常盤平駅下車）　
講師児童自立支援施設教諭・川瀬信一氏　定員先着200人　費用無料　※手話通訳・要約筆記あり。
※一時保育あり（6カ月～就学前、先着7人、11月27日㈬までに電話で子ども家庭相談課☎366－3941に要申込）。
  当日会場で 川瀬信一氏

子育て
講演会

DVに関する連絡・相談先
※身に危険が迫っているときは、110番または最寄りの警察署へ！
 平日9時～17時
　子ども家庭相談課〈婦人相談〉
　☎366－3955
　千葉県松戸健康福祉センター（松戸保健所）
　☎361－6651
 その他の時間帯(24時間365日対応)
　千葉県女性サポートセンター
　☎043－206－8002

虐待に関する通報・連絡・相談 
※緊急時は迷わず110番！
 平日9時～17時 t
　子ども家庭相談課〈家庭児童相談〉
　☎366－3941
　千葉県柏児童相談所
　☎04－7131－7175
 その他の時間帯(24時間365日対応)
　児童相談所全国共通ダイヤル
　☎1

い ち は や く
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身体的虐待 殴る、蹴る、激しく揺さぶるなど身体への暴力

性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィ
の被写体にするなど

育児放棄
（ネグレクト）

食事を与えない、ひどく不潔にする、家や自動車の中に
放置する、病気になっても病院に連れて行かないなど

心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、
子どもの面前で家族に暴力を振るう（面前DV）など

身体的暴力 殴る、蹴る、平手で打つ、物を投げるなど

精神的暴力 何を言っても無視する、暴言を浴びせる、外出を制限する
など

性的暴力 性的行為の強要、避妊に協力しないなど

経済的暴力 収入があるのに生活費を渡さない、外で働くことを禁じる
など

社会的暴力 人間関係や行動を監視する、実家や友人との付き合いを
制限するなど

市内全域の小学～高校生に「相談カード」
を配布しています

もしかして虐待？DV？
悩んだら迷わず連絡を
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●明市民センター・図書館明分館の移転・開館
●まつどみらい会議2019
●マツド駅前ホコテンプロジェクト2019
●科学と芸術の丘2019
●秋の健康フェスティバル2019



住宅防火いのちを守る3つの習慣…①寝たばこは絶対にしない②ストーブ
は燃えやすいものから離れた位置で使用する③ガスこんろなどのそばを離
れるときは、必ず火を消す
たばこ火災対策…●寝たばこ・たばこの投げ捨ては絶対にしない●捨てる
ときは水をかけ、火が完全に消えていることを確認する
住宅火災からあなたと家族を守る「住宅用火災警報器」を設置しましょう
　住宅用火災警報器は、煙や熱を感知して音や光で火災発生をいち早く知
らせます。火災を早く発見することで、早い通報・早い初期消火・早い避難
ができ、火災の被害を軽減できます。
定期的な点検・手入れを忘れずに
　電池切れ、センサー類の劣化、本体にほこりが付くことによる検知機能
の低下など、正常に機能しない場合があります。点検時に作動しなければ
器具の取り替えが必要です。

住宅用火災警報器キャンペーン
11月11日㈪9時45分～11時45分　会場市役所1階連絡通路
内容住宅用火災警報器クイズ、高齢者世帯などへの住宅用
火災警報器取り付け支援の受け付けなど
※詳細は市消防局ホームページをご覧ください。
問松戸市防火・防災協会事務局（消防局予防課内）☎363－1114

明市民センター・図書館明分館は明市民センター・図書館明分館は
11月12日㈫まで休館し、11月12日㈫まで休館し、

11月13日㈬に移転・開館します11月13日㈬に移転・開館します

11月5日㈫から住民票に旧姓が
記載できます 問市民課☎366－7340

松戸市総合防災訓練 松戸市総合防災訓練 
11月9日㈯ 9時～12時  問危機管理課☎366－7309

11月9日㈯～15日㈮は
秋の火災予防運動秋の火災予防運動

問市民自治課☎366－7318、図書館本館☎365－5115

問国民健康保険課
　☎712－0141

　新しい施設には、現在の機能に加えてエレベーター・授乳室・フリース
ペース・キッズスペースなどが備わり、バリアフリーに対応します。
　休館中、図書館明分館の返却ポストを利用できない期間がありますの
でご注意ください。予約本は図書館本館または他の分館で受け取ってく
ださい。
明分館の返却ポストの利用可能期間
現在…11月4日㉁15時まで　
移転後…11月9日㈯9時30分から

明市民センターの移転先
所在地上本郷3018の1
（新京成上本郷駅徒歩6分）

　住民票やマイナンバーカード、通知カードに旧姓が記載さ
れ、旧姓を証明する書類として使用できます。　
※詳細は市ホームページをご覧ください。
使用できる旧姓出生から現在までの戸籍に記載されている旧姓　
申請窓口市民課、各支所　申請できる人本人、同一世帯の人、任意代理人
必要書類●希望する旧姓が記載された戸籍謄本または除籍謄本（改製原
戸籍謄本）から現在までの全ての戸籍謄本●本人確認書類●委任状（任意
代理人が申請する場合のみ）●通知カードまたはマイナンバーカード

国民健康保険料のお支払いは納期限までに
●保険料の納付が困難な場合はご相談を
　毎月最終木曜は、同課相談窓口を20時まで開設しています
●保険料のお支払いは原則口座振替です
　手続き方法はお問い合わせください
●納付済確認書は1月下旬に発送予定です
　それ以前に年末調整などで必要な場合は、お問い合わせください

国民健康保険の届け出は確実に
届け出できる窓口国民健康保険課または各支所
届け出漏れの多い事例
●会社に就職した人（他の保険に加入）
　国民健康保険と職場の両方の保険証を持参して窓口へ
●会社を退職した人（他の保険をやめて国民健康保険に加入）
　健康保険の資格喪失証明書と本人確認書類を持参して窓口へ

特定健康診査はお済みですか？
　40歳以上の国民健康保険加入者を対象に、特定健康診査を無料で実施
しています。対象者には受診券（黄色の封筒）を送付しています。

市全体で行う訓練
避難所運営訓練
　避難勧告などにより避難者の受け入れや避難所
生活を余儀なくされた場合に、地域の皆さんの力で
避難所を立ち上げ、運営することが重要です。
　避難所に見立てた平面図に避難者を適切に配置
するシミュレーション訓練（H

ハ グ

UG）、避難所セッティ
ング訓練、避難所運営訓練などを、小・中学校と町
会・自治会が選んで実施します。
　また、各老人福祉センターでは、要介護認定者や
障害者で特別な配慮を必要とする人が避難生活をす
る「福祉避難所」の開設訓練を実施します。
物資供給訓練
　物資集配拠点から避難所運営訓練を実施している各会場に、支援物資を輸送する訓練

総合防災訓練会場（メイン会場）
会場和名ケ谷中学校　※駐車場はありませんので、公共交
通機関をご利用ください。
避難所運営訓練…避難所でプライバシーを保護できるパー
テーションの設営、仮設トイレの組み立て
研修体験…初期消火訓練、土のう積み訓練、獣医師会や柔
道整復師会による防災啓発、聴覚障害者への情報伝達
車両展示…消防車両、警察車両、給水車、特殊車両
トリアージ訓練…けがの状態に応じて医療関係者が診療や
搬送の順位付けをする訓練
炊き出し訓練…陸上自衛隊松戸駐屯地の自衛隊カレーの無
料提供（数量限定）

無線通信訓練
　災害対策本部を立ち上げ、市内約170カ所の公共施設な
どから情報を収集する訓練

会場 訓練時間（予定）
八ケ崎第二小学校  9:00～11:00
北部小学校  9:00～11:30
六実第二小学校  9:00～12:00
六実第三小学校  9:00～12:00
松飛台小学校  9:30～11:30
牧野原中学校  9:30～11:30
河原塚小学校 10:00～11:30
新松戸南小学校 11:30～12:30

避難所運営訓練の実施会場

11月はちば国保月間11月はちば国保月間

問消防局予防課
　☎363－1114

　10月12日㈯から13日㈰にかけ
て北上した台風第19号により被
災された方々の支援のため、右記
の口座または地域福祉課窓口で
義援金を受け付けています。皆さ
んからの義援金は、全額被災地に
送られます。

※金融機関によっては、別途振込
手数料がかかる場合があります。

日本赤十字社  中央共同募金会

郵便振替 口座番号 00190－8－515005口座名義 日赤令和元年台風第19号災害義援金

銀行振込 口座番号

三井住友銀行　
　すずらん支店（普通）2787555
三菱UFJ銀行　
　やまびこ支店（普通）2105553
みずほ銀行　
　クヌギ支店（普通）0620464

口座名義 日本赤十字社
受付期限 3月31日㈫

郵便振替
口座番号 00130－0－421020

口座名義 中央共同募金会令和元年台風第19号災害義援金

銀行振込
口座番号

①三井住友銀行　
　東京公務部支店（普通）0162529
②りそな銀行　
　東京公務部支店（普通）0126781

口座名義 ①（福）中央共同募金会　災害義援金口②（福）中央共同募金会
受付期限 12月30日㈪

　いつ発生するか分からない災害には早めの対応が必要です。災害時に、地域住民・
学校関係機関・防災関係機関などが連携して適切な行動をとれるようにするため、避
難所開設・運営訓練を中心とした総合防災訓練を実施します。

「ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心」2019年度
全国統一防火標語

問地域福祉課☎366－3019

市消防局
ホームページ

市ホームページ

新京成
線

ドラッグストア

風早神社前

松戸新田
駅

移転後の明市民センター

上本郷
駅

現在の
明市民センター
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●広報まつど　2019（令和元）年11月1日

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。松戸朗読奉仕会では、市内在住で障害者手帳（視覚）を持っている人に、広報まつどを音声化したCDを無料で郵送しています。  問ふれあい22☎383－7111



農業委員・農地利用最適化
推進委員を募集します

消費者問題無料相談会（東葛6市合同）要申込
雨どい取付型雨水貯留タンク
の設置費用を補助します

雨水の有効利用と
水害軽減にご協力ください

まつど合同企業説明会参加企業募集

採用支援セミナー

松戸での就職を考えている求職者に
企業の魅力を発信！要申込

問環境政策課☎366－7089

問松戸健康福祉センター(松戸保健所)☎361－2139
　千葉県動物愛護センター☎0476－93－5711
　千葉県動物愛護センター東葛飾支所☎04－7191－0050

　現在の委員の任期満了に伴い公募します。
①農業委員
任期2020（令和2）年7月20日～2023（令和5）年7月19日（3年間）
資格農業に関する識見があること　募集人数14人　
報酬月額52,000円
②農地利用最適化推進委員
任期農業委員会が委嘱する日〔2020（令和2）年7月20日を予定〕
～2023（令和5）年7月19日（3年間）　
資格農地などの利用の最適化の推進に意欲と識見があること　
募集人数7人　報酬月額47,000円

共通 業務内容農地の権利移動や転用にかかる許認可業務、農地な
どの利用の最適化の推進、法令に定められた審査業務、総会など
への出席（議決は農業委員のみ）など　※詳細は、下記の申し込み
先で配布または市ホームページでダウンロードできる募集要領をご
覧ください。
11月29日㈮〔必着〕までに、募集要領の指定様式に必要事項を
記入し、必要書類を添えて持参または郵送で〒271－0073松戸
市小根本7の8京葉ガスF松戸第2ビル4階　①農政課（☎366－
7328）②農業委員会事務局（☎366－7387）へ

　借金問題・出会い系サイト・金融商品などの消費者問題について、弁護士による
無料相談会を開催します。東葛6市（松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・
鎌ケ谷市）在住ならどの会場でも利用できます。

　人が犬にかまれる事故が、2018（平成30）年度に県内で140件発生しました。
次のことに注意して、動物による事故や迷惑を防止しましょう。

※動物愛護センターでは、定期的に「犬の飼い方・しつけ方教室」を開催しています。また、動物愛護・しつけ方・
　動物由来感染症などについて説明するため、学校や地域の勉強会に講師を派遣しています。

● 犬の登録と年1回の狂犬病予防接種は、飼い主の
義務です。

● 事故を起こさないようなしつけ・飼い方をすること
が重要です。

● 公園なども含め、放し飼いは千葉県条例で禁止さ
れています。

● 散歩は犬を抑えられる人が、短い引き綱で行いま
しょう。

● 自宅では来訪者に届かない場所で飼い、門や玄関
から飛び出さないように注意しましょう。

● 飼い犬が人をかんだときは保健所に届け出て、か
んだ犬が狂犬病の疑いがないかどうか獣医師の検
診を受けなければなりません。

● 猫は屋内で飼いましょう。ふん尿や鳴き声による被
害を防止でき、事故やさまざまな感染症の危険か
ら猫も人も守ることができます。

● 地域猫活動などで屋外にいる飼い主のいない猫を
世話するときは、特に過度の触れ合いは避け、かま
れたりひっかかれたりしないように注意しましょう。

● 91日齢以上の犬・猫合わせて10頭以上飼う場合
は、保健所に届け出る必要があります。

● 一部のサル・ヘビなどの特定動物を飼う場合は、
あらかじめ保健所長の許可が必要です。

● ペットがいなくなったらすぐ探し、保健所・警察・
動物愛護センターに電話などで届け出ましょう。
また、迷子札をつけたり、動物病院で「マイクロチッ
プ」を装着・登録したりするなど、保護された際に
飼い主が分かるようにしましょう。

● 動物は責任をもって最後まで面倒をみましょう。飼
えなくなった場合は、新しい飼い主を探しましょう。

　水資源の有効活用と水害軽減に役立つタンクの設置を推進する
ため、補助金を交付しています。タンクを設置する前に河川清流課
（☎366－7359）にお問い合わせください。
　※補助金の申請前に購入・設置した場合は補助の対象外です。

設置のメリット
●貯

た

めた雨水を掃除や洗車、園
芸の水やりなどに使うことがで
きます。
●短時間に多量の雨が降ったと
きに、敷地内から流れ出る雨水きに、敷地内から流れ出る雨水
を減らし、河川や水路などの急を減らし、河川や水路などの急
激な水位上昇による水害を防激な水位上昇による水害を防
ぐことができます。ぐことができます。

　天井裏などに入られると、ふん尿や
騒音などによる生活被害を受ける可能
性があります。

対策●外壁などを点検し、侵入できそ
うな穴を塞

ふ さ

ぐ●屋根に登れそうな木の
枝を剪

せ ん て い

定・除去する●食べ物（特に甘
い物）を放置しない●家庭菜園などで
できた野菜や果物は早めに収穫する

ハクビシンの特徴●全長約1m（尻尾
を含む）●体重約2kg～4kg●額から
鼻先まで白い線●長い尻尾●木登りが
できる●直径約5cmの穴にも入れる

時間10時～16時（1人60分）　定員各先着12人
11月1日㈮（柏市消費生活センターのみ5日㈫）から、電話で各申し込み先へ

1月25日㈯13時～17時　会場松戸商工会議所（松戸駅下車）　
対象企業若者（15歳からおおむね39歳までの求職者）の採用を考えている市内企業
募集企業予定数先着40社　費用無料
説明会当日のスケジュール

1月10日㈮14時～17時　会場勤労会館　内容人材採用成功のためのポイント、
若手人材の戦力化に成功している企業の共通点など　対象市内企業の採用担当者
定員先着30人　費用無料

共通  11月22日㈮までに、電話またはEメールで同説明会・セミナー事務局☎03
－3545－7310、 matsudo@gakujo.ne.jpへ

時間 内容

13:00～13:30
参加企業対象のオリエンテーション
●説明会の内容説明と諸連絡
●企業ブースへの自社ポスターやパンフレットの設置など

13:30～16:30
まつど合同企業説明会　
参加求職者が順次、企業ブースを訪問
（担当スタッフが求職者をサポートします）

16:30～17:00 ●説明会後の採用スケジュールについて●アンケート記入

日程 会場 申し込み先

11/11㈪ 鎌ケ谷市役所1階相談室1・2 鎌ケ谷市消費生活センター
☎047－445－1240

11/12㈫ 野田市役所1階市民相談室 野田市消費生活センター
☎04－7123－1084

11/13㈬ 松戸市役所議会棟2階第3委員会室 松戸市消費生活センター
☎366－7329

11/14㈭ 流山市役所第2庁舎2階
消費生活センター

流山市消費生活センター
☎04－7158－0999

11/15㈮ 我孫子市消費生活センター
（アビイクオーレ2階）

我孫子市消費生活センター
☎04－7185－1469

11/16㈯ 柏市消費生活センター
（柏市中央体育館管理棟1階）

柏市消費生活センター
☎04－7163－5853

家庭でできる家庭でできる
ハクビシン対策ハクビシン対策

11月は「動物による危害防止対策強化月間」「動物による危害防止対策強化月間」

額から鼻先まで白い線

長い尻尾

問消費生活課☎366－7329
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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

2020（令和2）年5月まで、自動車税を
滞納している人への給与・預金・自動車
などの差し押さえをさらに強化します
　滞納している場合は至急納付してくだ
さい 松戸県税事務所☎361－2193、
県税務課☎043－223－2127

協働のまちづくりに関するアンケート
調査にご協力ください
無作為抽出で選ばれた①市内に住所

登録がある18歳以上②市内の事業者、
市民活動団体 調査票の発送時期 11月中旬
市民自治課☎366－7062

2019（令和元）年度版清掃事業の概要
を公開しています
　詳細は市ホームページを
ご覧ください 廃棄物対
策課☎704－2010

宝くじ助成金で町会の備品を整備しま
した
　小金原九丁目町会は、（一財）自治総合
センターの助成金を活用して和太鼓など
を購入しました。同センターは、宝くじの
社会貢献広報事業として地域の健全な発
展を図っています 市民自治課☎366－
7318

狭あい道路の拡幅用地や、すみ切用地
の寄附の際に測量登記費を一部助成し
ます
助成額上限35万円 市道またはその他
の公共団体の所有する道路のうち建築基
準法第42条第2項に指定されている道路
助成条件以下の全てに該当すること●敷
地の境界が全て確定している●後退用地
の分筆と抵当権などの抹消が可能●後退
用地には塀、擁

ようへき

壁、樹木などがない 建
設総務課道路台帳班☎366－7357

2019（令和元）年度木造住宅耐震診断・
耐震改修補助事業の申請受付は11月
29日㈮まで
　申請を希望する場合は、耐震診断・耐
震改修の契約前にお問い合わせください
建築指導課☎366－7368

市民税課短期アルバイト募集
採用期間 1/15㈬～3/31㈫ 勤務日 ㈪～
㈮のうち週4日 勤務時間 9時45分～16
時 パソコン入力ができる人募集人数10
人程度時給930円（別途交通費支給）
電話で同課☎366－7322へ

11～12月は労働保険適用促進強化期間
　労働者を1人でも使用する事業主（農林
水産業の一部を除く）は、労働保険徴収法
により労働保険への加入が義務付けられ
ています 千葉労働局労働保険徴収課
☎043－221－4317、柏労働基準監督
署☎04－7163－0248、ハローワーク松
戸☎367－8609（部門コード21#）

11月の松戸競輪開催日程
本場開催 4㉁～6㈬（FⅠナイター）
本場代替開催 25㈪～27㈬千葉（FⅠ）
場外開催 1㈮～4㉁防府記念（GⅢ）、5㈫
～7㈭岐阜（FⅠ）、7㈭～10㈰四日市記念
（GⅢナイター）、8㈮～10㈰別府（FⅡ）、
16㈯～18㈪伊東（FⅠ）、19㈫～21㈭大
宮（FⅠ）、19㈫～24㈰小倉（競輪祭GIナ
イター）、22㈮～24㈰平塚（FⅠ）、30㈯～
12/3㈫別府記念（GⅢ） 公営競技事務
所☎362－2181

講座・講演・催し

ソフトヨガ教室
11月の㈫10時30分～11時30分 八

柱市民センター 高校生以上 先着20
人 各800円 電話で同センター☎388
－3570へ

出土遺物公開事業関連講演会「eco生
活事始め～考古資料から見た上手な資
源の使い方～」
11/4㉁13時～15時 市立博物館講

堂 （公財）千葉県教育振興財団・上
かみもり

守
秀明氏 先着80人 同財団文化財セン
ター☎043－424－4850

2019（令和元）年分年末調整等説明会
①11/6㈬②11/7㈭③11/12㈫各13

時30分～16時 ①鎌ケ谷市総合福祉保
健センター②市民会館③流山市文化会館
法定調書の書き方他 松戸税務署法

人課税第2部門☎363－1171

さわやかヨガ教室
11/7㈭・21㈭・28㈭各10時～11時
東部市民センター 高校生以上 各先

着30人 各800円 電話で同センター
☎391－3701へ

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ」
11/7㈭11時～11時30分 ふれあい

22演奏者日
ひ が の

向野のりえ氏（歌）、德川眞弓
氏（ピアノ） ふれあい22☎383－0022

健康麻雀教室（経験者）
11/8㈮・22㈮、12/6㈮・20㈮各9時

15分～12時45分 二十世紀が丘市民
センター 各先着12人 各500円 電
話で同センター☎392－7021へ

㈱セブン－イレブン・ジャパン「シニアお
仕事説明会」
　市と協定を結び、高齢者の見守りの推
進や雇用促進などを行う同社が、店舗で
行うレジ接客などの仕事説明会を開催し
ます ①11/8㈮②11/19㈫各10時～
11時30分 ①馬橋東②稔台各市民セン
ター おおむね60歳以上 各先着30人
電話で高齢者支援課☎366－7346へ

常盤平老人福祉センター（さくらセン
ター）文化祭
作品展示 11/9㈯・10㈰各9時～16時
（10㈰は15時30分まで） 手芸、陶芸、
書道他　茶会（有料） 11/9㈯10時～
14時　文化祭将棋大会 11/9㈯13時
から 市内在住の60歳以上 先着若干
名 当日会場で 共通 同センター 同
センター☎382－5125

住宅リフォーム①相談②市民講座
11/9㈯①10時～13時、14時～16時

②13時～14時 新松戸市民センター
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」
11/9㈯13時30分～16時
松戸観光案内所（松戸駅下

車） 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

子供将棋教室
11/9㈯15時～17時 八柱市民セン

ター 小学生以上 先着20人 500円
電話で同センター☎388－3570へ

外来生物との接し方～ちばの生物多様
性を守るために～
11/11㈪14時～15時（13時30分開

場） 市役所議会棟2階第3委員会室
先着20人 11/8㈮までに、電話で環境
政策課☎366－7089へ

（公社）松戸市シルバー人材センター臨
時入会説明会
11/14㈭10時から 市民会館 市内

在住で健康な60歳以上 同センター☎
330－5005

初めての経営計画の作り方・活
い

かし方

勤労会館 ふれあい教室ふれあい教室 要申込

A4用紙1枚でも簡単にできる！ 要申込

11月30日㈯14時～16時（13時30分開場）　
会場同オフィス　内容経営ビジョン・経営目標・部門別施策・経営
計画の作成方法など　講師千葉県産業振興センタープロジェクトマ
ネージャー・宮内健次氏　定員先着20人　費用無料
Eメールまたはホームページで同オフィス office@matsudo-

startup.jp（☎382－6087）へ
問商工振興課企業立地担当室☎711－6377

プレゼンテーション力を磨く
11月20日㈬19時～20時30分

職場・社会生活でのトラブル、
クレームの対処法
11月27日㈬19時～20時30分

共通 会場同館　対象市内在住・在勤の勤労者または就職を希望
する人　定員各20人（抽選）　持ち物筆記用具　費用無料
11月11日㈪〔必着〕までに、直接または同館ホーム
ページのお問い合わせフォーム・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

松戸スタートアップオフィス起業・創業セミナー

同オフィス
ホームページ

宮内健次氏

秋の生涯学習講座 要申込

成人講座「日本画って何？」日本画に触れ
てみよう～日本画入門編～〔全3回〕
12月3日㈫・10日㈫・17日㈫各10時～13時　
会場文化ホール　講師日本画家・泉晴

せ い こ う

行氏　
定員15人（抽選）　費用500円　
※会場設営や受け付けなどのお手伝いをしてい
ただける場合は、申し込みの際に「講座サポー
ター希望」と記入してください。　

※手話通訳・要約筆記が必要な場合は、申し込
みの際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）。

ファシリテーション体験講座〔全4回〕
「会議が楽しくなる“対話の魔法”～上手な
話し合いにはコツがある！～」
①11月24日㈰、12月②1日㈰③8日㈰④15日㈰
各13時30分～15時30分　
会場文化ホール内松戸フューチャーセンター
内容①オリエンテーション編②アイスブレイク編
③親和図法・ブレスト編④ワールドカフェ編
講師NPO国際ファシリテーション協会理事・影山
貴
た か ひ ろ

大氏　定員20人（抽選）　費用無料
※都合の付く日のみ参加を希望する場合は、電話で
　ご相談ください（☎367－7810）。

共通 11月11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。

※定員に満たない場合は、11月12日㈫から電
話で受け付け。

※電車・バスなどの公共交通機関をご利用くだ
さい。

同館
ホームページ

市ホームページ

Code for 
Matsudo
ホームページ

申し込みフォーム
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ふれあい教室「朗読をきくかい」
11/13㈬10時～11時30分 ふれあ

い22 松戸朗読奉仕会による短編・エッ
セーなどの朗読 障害者手帳を持ってい
る人など 障害者福祉センター☎383－
7111

公共サインワークショップ①座談会②
街歩き
①11/13㈬18時～20時②11/16㈯9

時30分JR北小金駅南口デッキ集合、12
時30分小金市民センター解散予定
①小金市民センター ①当日会場で②
11/15㈮までに、電話で都市計画課景
観・指導班☎366－7372へ

まつど市民活動サポートセンターの催し
●人が集まるイベントから会議まで活用
できるワークショップ作りの基本を学ぶ
11/14㈭18時30分～20時30分 先

着15人●意見がどんどん出てくるファシ
リテーションのコツを学ぶ 11/28㈭18
時30分～20時30分 先着15人●活気
あふれる運営力を高める「松戸e-コミュ
ニティ塾」〔全4回〕 11/22㈮、12/11
㈬、1/17㈮・31㈮各10時15分～12時
45分（最終日は13時30分まで） NPO 
CRファクトリー代表理事・呉

ご

哲
てつあき

煥氏 地
域に関わる活動に取り組んでいる団体
先着5団体（1団体につき複数人参加可）
共通 同センター 電話またはEメー
ルで同センター☎365－5522、 hai_
saposen@matsudo-sc.comへ

千葉県福祉機器展
①11/15㈮12時～17時②11/16㈯

10時～16時 千葉県福祉ふれあいプラ
ザ（我孫子市） ①介護する人自身の介
護予防、介護・生活支援ロボット導入セミ
ナー②音楽による介護・認知症予防・健
康増進他 電話で同プラザ☎04－7165
－2881へ

「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）
11/15㈮10時～10時30分 ひよど

り公園（五香西4の44の2）、つばき公園
（常盤平7の12の1） 各先着100人
市民安全課☎366－7285

野鳥観察会（江戸川主
も ん ど

水）
11/16㈯7時50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

六実高柳老人福祉センター合同文化祭
「くすのき祭」
11/16㈯・17㈰各9時30分～16時

同センター 作品展・芸能発表・文化講
演会など 同実行委員会・馬場☎386－
3457

松戸学官連携推進講演会「スポーツの力
でつながろう！～東京2020オリンピッ
ク・パラリンピックに向けて～」
11/17㈰10時30分～12時 聖徳大

学1号館（松戸駅下車） 同大学教授・百
瀬定雄氏他 先着200人　※手話通訳・
要約筆記あり 同大学知財戦略課☎365
－1111、市政策推進課☎366－7072

在宅介護に役立つ介護力アップ講座
11/19㈫10時30分～14時 松戸市

社会福祉協議会 食事介助の留意点・
介助演習　※昼食付き 市内在住・在勤
先着30人 筆記用具、飲み物、スプー

ン、フォーク 500円 電話で同協議会
ふれあいサービス☎368－2941へ

福祉のしごと就職フェアinちば
11/27㈬13時～16時（12時開場）

ザ・クレストホテル柏 就職面談 （社
福）千葉県社会福祉協議会千葉県福祉人
材センター☎043－222－1294

シティー・ミニコンサート～ハープで楽
しむ癒

い や

しのメロディ～
11/20㈬12時15分～12時45分（11

時30分開場） 市議会議場曲目引き潮
（マクスウェル）、モーツァルトの主題によ
る変奏曲（グリンカ）演奏者小橋ちひろ
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）

千葉県民のつどい「犯罪被害者の実情
と支援を考える講演他」
11/24㈰13時から 千葉市生涯学習

センター 先着300人 11/20㈬まで
に、電話または郵送・FAX・Eメールに氏
名・年齢・電話番号・人数を記入して、
〒260－0013千葉市中央区中央3の9の
16　（公社）千葉犯罪被害者支援センター
☎043－225－5451、 043－225－
5453、 chibacvs@orion.ocn.ne.jp
へ　※当日入場可

小金市民センター「おもちゃの病院」
11/26㈫13時30分～16時30分 同

センター おもちゃの修理 先着20組
電話で同センター☎343－8641へ

NPO・市民活動よろず相談室「無料で
簡単・キレイに作れる！WEBサイトのは
じめ方」
11/26㈫14時～16時 新松戸市民

活動支援コーナー NPO・市民活動
をしている人 先着15人 Wi-Fiを利
用できるノートパソコン 電話または
Eメールでまつど市民活動サポートセン
ター☎365－5522、 hai_saposen@
matsudo-sc.comへ

講演会「〇〇が△△△△に変身！？～くらし
の知恵は防災の知恵～」
11/30㈯13時30分～15時30分（13

時から受け付け） 野田市役所 先着50
人　※託児あり（1歳～就学前、先着6人、
11/15㈮17時までに要申込） 電話・
FAX・Eメールで県男女共同参画センター
☎043－420－8411、 043－420－8581、
kenkyouse@pref.mz.chiba.lg.jpへ

2019（令和元）年度後期ビジネス・キャ
リア検定試験
試験日2/16㈰ 試験分野 人事・人材開発・
労務管理、経理・財務管理など 受験料
2級7,700円、3級6,200円、BASIC級
3,300円 受付期間12/13㈮まで 同試
験運営事務局☎03－3233－6810

会議

公民館運営審議会
11/8㈮18時から 京葉ガスF松戸ビ

ル5階会議室（傍聴は17時50分まで受け
付け） 生涯学習推進課☎367－7810

公共施設再編整備推進審議会
11/12㈫9時30分から 市役所新館

5階市民サロン傍聴定員 先着10人（9時
20分から受け付け） 公共施設再編課☎
701－5217

教育委員会会議
11/14㈭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

緑推進委員会
11/15㈮10時から 市役所新館5階

市民サロン傍聴定員 先着10人 みどり
と花の課保全班☎366－7378

病院事業経営改革委員会
11/19㈫14時から 総合医療セン

ター2階大会議室 傍聴定員 先着10人（13
時50分から受け付け） 経営企画課☎
712－0675

住生活基本計画懇談会
11/20㈬10時から 市役所新館7階

大会議室 傍聴定員先着10人（9時30分か
ら9時45分まで受け付け） 住宅政策課
☎366－7366

国際交流員講座（出前講座）
をご利用ください

～松戸を手づくりで面白くしよう！～

新しい暮らしスタイルを
生み出す創造の場

12月3日㈫～9日㈪は障害者週間

　市では、ベトナム出身
のハーとアメリカ出身
のハビが、国際交流員
（CIR）として働いてい
ます。国際交流や異文
化理解に興味がある市民の皆さんのための出前講座を用意し
ました。ぜひご利用ください。
電話またはEメールで文化観光国際課国際班☎366－7327、
mccir@city.matsudo.chiba.jpへ

　市内の障害者福祉施設で作製した商品の
販売や演奏会などのイベントを実施します。

問まつど市民活動サポートセンター
　☎365－5522

　地域についてのさまざまなテーマで、関心の近い人たち
とつながることができるイベントです。これまでに約400
人以上の参加者が集まり、松戸の未来について語り合い、
行動を起こしてきました。
　今年は松戸を盛り上げるアイデアを実現するためのプレ
ゼン大会も開催。まちづくりや地域の活動に参加したい人、
これから実現したいことがある人はぜひお越しください。
日程12月1日㈰　
会場まつど市民活動サポートセンター
飲食コーナー「食でつながる、みらい食堂」　時間12時～13時
　地元食材を使い、健康に配慮したご飯を食べながら交流できます。
ポスター展示「松戸を知れる、NPO・市民活動とつながる」　時間12時～16時30分
　約20団体による活動紹介ポスターの展示、コーディネーターの相談コーナー
プレゼンタイム「松戸で実現したいことがある人、大募集」　時間13時から
　アイデアを提案してくれるプレゼンターを募集します〔先着5人、11月15日㈮までに
Eメール（ hai_saposen@matsudo-sc.com）で要申込〕。
みらい会議「新しい暮らしスタイルを生み出そう！」
時間13時30分～16時30分
　参加者が自分の関わりたいものや知りたいものを
選び、地域で実現したい内容について語り合います。
当日参加でテーマを持ち込むことも大歓迎です。

日時11月15日㈮・16日㈯
各10時～15時30分〔荒天中止〕
会場松戸中央公園　内容食品（パン・お菓子・豆腐など）や雑
貨（縫製品・陶芸品など）の販売、吹奏楽・和太鼓などの演奏、バ
ルーンアート配布、抽選会・スタンプラリー（景品あり。なくな
り次第終了）
問障害福祉課☎366－7348、 366－7613

講座名 講座内容　
文化 年中行事や習慣の紹介
教育 学校制度や家庭教育の紹介
食事 食文化の紹介

チーバくんと松戸さんが会場
で皆さんをお出迎えします！

市民劇場

第二中学校

浅間台

松戸警察署
陸橋

JR常磐線◀金町

▲金町

▼市川

流山▶

柏▶◀東京

北松戸▶

国道6号

松戸駅
西口

旧水戸街道

トンネル

まつど市民活動
サポートセンター

ベトナムとアメリカの文化などを紹介！

昨年のまつどみらい会議の様子

週間
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松戸ナンバー

2020（令和2）年5月ごろ交付開始予定

歩行者天国エリア

市民会館プラネタリウム室
NAOKO SPACE PLANETARIUM

問同館☎368－123711月の番組
投影日11月の土・日曜、祝・休日　定員各先着80人　
費用各50円（65歳以上、中学生以下、障害者手帳等を持つ人とその人
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）

投影開始30分前から、同館2階で受け付け

　現役競輪選手、元ガールズケイリン選手、自転車安全整備士などの
講師が優しく、分かりやすくコーチします。メンテナンスなど自転車に関す
る相談もできます。
日時11月30日㈯、12月1日㈰各10時～12時ごろ
会場松戸競輪場　対象小学1年～3年生（要保護者同伴）
定員各10人（抽選）　費用無料

11月11日㈪〔必着〕までに、往復はがきに住
所、子どもの氏名・性別・年齢・身長、保護者
氏名、希望日、電話番号を記入して、〒271－
0064松戸市上本郷594松戸市公営競技事務所
自転車教室担当（☎362－2181）へ。
※11月18日㈪までに、抽選結果を返信します。

キッズ＆ジュニアアワー
エチオピア王家の物語
13時30分、14時30分（各20分）
内容星と星座にまつわる子ども
向けのやさしい話

一般投影
夜中に見えない星 金星
10時30分（文字解説付き）、
15時30分（各40分）
内容夕方に明るく見える“宵

よ い

の明星”金星

小学生向けプログラミング教室
〔全2回〕要申込

オリジナルゲームを開発しよう！

12月14日㈯・15日㈰各10時～16時（昼休憩あり）　
会場松戸観光案内所（松戸駅下車）　内容プログラミングを学ぼう！（「繰
り返し」「条件分岐 」「乱数 」「変数 」などの基礎から少し難しいことまで）、
オリジナルゲームの開発、作品発表　講師㈱C

シーエー

A T
テ ッ ク

ech K
キ ッ ズ

ids スタッフ　
対象両日参加可能でマウス操作ができる市内在住の小学4年
～6年生　定員20人（抽選）　持ち物昼食、飲み物　費用無料
 11月17日㈰までに、市ホームページの申し込みフォームで
問文化観光国際課☎366－7327

20人
限定！ 無料！

市ホームページ

　記念すべき節目のコンサートは、グランドピアノによる
豪華な生演奏をお届けします。秋めいた公園で花や紅葉
に囲まれながら名曲をお楽しみください。
日時11月10日㈰11時、14時開演（各30分前開場）
会場同公園マグノリアハウス　演奏者伊藤壽

す み え

英氏（ピア
ノ）　曲目きらきら星変奏曲（モーツァルト）、ショパンや
ベートーベンなどのクラシック名曲　定員各先着80人

（屋外にスピーカーを設置するので、園内で聞くこともで
きます）　費用無料
問公園緑地課☎366－7380、同公園管理センター☎384－4

よ い は な

187

東松戸ゆいの花公園

マグノリア・コンサート 

伊藤壽英氏

11月10日㈰
11時～17時

〔小雨決行、荒天中止〕
※一部イベントが中止になる場合があります。

松戸商工会議所

至 

町
金

市民会館市民会館

 

ゆうまつど

プラザ広場プラザ広場KITE  MITE 

MATSUDO

KITE  MITE 

MATSUDO

キ  テ   ミ  テキ  テ   ミ  テ

マ ツ ドマ ツ ド

特設イベントエリア

歩行者天国エリア

市民劇場

松戸駅

ふれあい・中通りふれあい・中通り

東口
コミュニティーロード

東口
コミュニティーロード

高砂通り高砂通り

至 北松戸至 北松戸

西口公園西口公園

至 上本郷至 上本郷

❷❷

❸❸

❶❶

西口デッキ上西口デッキ上

❺❺

❹❹

金星探査機
あかつき

第30回記念

問MATSUDO WONDER！ ホコテンプロジェクト事務局
　（松戸観光案内所内）☎703－1100

自転車に乗れない子へ
自転車のプロが教えます！

要申込

高砂マルシェ

トワイライトカフェ

ふれあい・中通りマルシェ

東口ホコ天　
戸定ロード・マルシェ

歩行者天国キャンペーン
松戸秋の音楽祭

　高砂通り商店会の飲食店などが出店。
路上でホコテン音楽祭も開催します。
会場❶高砂通り

　今回は松戸駅東口側も歩行者
天国に！飲食店が出店するマル
シェを開催します。町会・自治会に
よるブース出展の他、地元で活躍
する歌手などのコンサートステー
ジも！
会場❸東口コミュニティーロード

　大人も子どもも楽しめる、ジャズ＆フード
フェスです。街角に心地よい音楽が流れてくる

「音楽の街、松戸」で、美
お い

味しい食事と素
す て き

敵
な音楽をお楽しみください。
時間11時～18時
会場❺プラザ広場（キテミテマツド前）

　特設ステージで、松戸出身のシ
ンガーソングライターを中心にア
コースティックライブを行います。
時間12時～16時
会場❹松戸駅西口デッキ上

　ふれあい通りの飲食店の出店や物販
イベントがあります。当日限定の特設ス
テージも開催！
会場❷ふれあい・中通り

マツド駅前ホコテン
令和初のホコテンイベントは、松戸駅西口・東口同時開催！

プロジェクト
2019

会場案内・交通規制図 交通規制：10時30分～17時30分

※時間・会場は変更する場合があります。

西口エリア 東口エリア

問商工振興課☎711－6377特設イベントエリア

小学生向けプログラミング教室

　昨年行った市民人気投票で最も多くの支持を集めた「松
戸ナンバー」の図柄案が国により審査され、正式に採用さ
れることが決定しました。
　交付スケジュールや既存の野田ナンバーからの変更方
法などは、詳細が決まり次第改めてお知らせします。
問政策推進課☎366－7072、 366－1204

地方版図柄入りナンバー
プレートのデザインが
正式決定しました
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科学と芸術の丘2019
科学、芸術、自然をつなぐ国際フェスティバル

11月16日㈯10時～17時、17日㈰10時～16時

世界最高齢のアプリ開発者
若
わ か み や

宮正
ま さ こ

子基調講演
　現在84歳ながら、国連情報社会
世界サミット大賞日本大会で最優秀
賞を受賞、Appleの世界サミットや
T
テ デ ッ ク ス

EDxTokyoなど世界中で登壇し、首相官邸「人生100年時代構想会
議」の有識者メンバーにも選ばれた若宮氏が、松戸で講演します。
日時11月17日㈰13時から　会場戸定邸　
※来場者多数の場合、人数制限を行うことがあります（制限時でも
戸定邸には入館できます）。

　先端科学と芸術が融合した、 国内では数少ない
フェスティバルを昨年に引き続き開催します。今年は

「Citizens of the Future（未来の市民）」をテーマに、
世界で活躍する研究者やアーティストが
松戸に集まりさまざまな催しを開催します。
※詳細は、科学と芸術の丘公式ホーム
ページをご覧ください。
会場戸定が丘歴史公園、戸定邸、松雲亭
費用無料　※別途戸定邸入館料（一般250円、高校・大
学生100円、中学生以下無料）
問文化観光国際課☎366－7327

　市内を中心に活動する若手が運営
するカフェや雑貨屋が集うガーデンマ
ルシェを開催。戸定の丘から街を見渡
す絶景スポットで、美

お い

味しいコーヒー
やフード、雑貨との出会いをどうぞ！
時間各10時～16時　会場戸定が丘歴史公園内梅園

特別展覧会・ワークショップ

トーク・講演

丘のマルシェ

「未来の社会」（オーストリア）　会場松雲亭
　世界最大のメディアアートの文化機関が特別展示。人の動きで絵が変わ
るインタラクティブなお絵描きボードや、松雲亭の庭に設置されたセンサー
でサウンドと映像を体感できるインスタレーションを体験できます。

市原えつこ 「未来の儀式」（日本）
　日本文化や信仰をテクノロジーに変え
る人気メディアアーティストで妄想インベ
ンターの市原氏が、新しい弔いのかたち
を提案する作品や神事のアップデートを
テーマとした神

み こ し

輿を戸定邸に展示します。

田所淳
あつし 「未来のものづくり（プログラミング）」（日本）　会場戸定邸

「未来のものづくり（製造）」（日本）　会場戸定邸
　先端技術がもたらす新し
いものづくりや、未来の人
工物のありかたを研究して
いる同研究室が、3Dプリ
ントと微細な構造設計が作
る新しい触感や、生物のよ
うに完成された状態で生ま
れてくるロボット群、最先
端で高性能な義足を展示し
ます。

　音と映像で即興演奏とインスタレーショ
ンを生み出すクリエイティブコーダーの
田所氏が、コンピューターたちの集団即
興演奏や、戸定邸の湯

ゆ ど の

殿（風呂）を使用し
たパフォーマンスなどを行います。

Space Art Project S

「S
ス ペ ー ス

pace A
ア ー ト

rt D
ディーエヌエー

NA T
タ イ ム

ime C
カ プ セ ル

apsule」（アメリカ）

松戸市少年少女発明クラブ
「未来へのチャレンジ」（日本）　会場戸定邸

千葉大学園芸学部・野村昌
ま さ し

史研究室
「戸定が丘・科学と芸術の丘探検隊」（日本）

　昆虫を研究する野村先生や大学生の皆さんと一緒に、自
然いっぱいの戸定が丘歴史公園を探検！公園にいる昆虫
や自然を観察したり、絵を描いたりするツアーです。
家族みんなでぜひご参加ください！
時間各11時、14時から　
定員各先着15人程度（保護者同伴可）
 当日、丘のマルシェ内の受付ブースで

会場戸定邸
　宇宙に送るメッセージを世界から
集めて、未来の人類や地球外生命体
向けにプログラムとして組み込んで
宇宙へ送るプロジェクトに参加でき
ます。戸定邸で書いたあなたのメッ
セージが、やがて宇宙へ！

　新松戸を拠点に、アイデアと発想力でものづくりを
楽しむ子どもたちが、「全国少年少女チャレンジ創造コ
ンテスト」でメダルを受賞した作品・動画を展示します。

サーバー神輿（神輿の儀）

自分で作ってみよう！サウンドインスタレーション 要申込

　神輿をみんなで担いで公園内
を回ります。それ以外の時間は
戸定邸「使者の間」に展示します。
日時11月16日㈯15時30分から

　田所氏から最先端技術を楽しく学べるプログラミン
グ・ワークショップです。
日時11月17日㈰10時、14時から　対象小学生以上　
定員各先着20人　持ち物ノートパソコン、イヤホン
 詳細は公式ホームページをご覧ください。

ニコラス・ナヴォー氏 小川秀明氏

ナナホシ
キンカメムシ

ハンミョウ ギフチョウ

SWITCH
松戸の今と未来を描いた作品

美しい義足
義足アスリート
のために最先端
のデジタル技術
や 素 材 で 開 発・
実用化した義足

（写真:加藤康）

構造触感
3Dプリンティングがひらく

「未来の手ざわり」を体感
（写真:加藤康）

READY TO CRAWL
モーター以外の全部品
を一体成型して、生物の
ように完成された状態で
生まれたロボット

（写真:加藤康）

からくりのパフォーマンスが楽しい作品

市原えつこ氏

田所淳氏

A
ア ル ス

rs E
エ レ ク ト ロ ニ カ

lectronica F
フ ュ ー チ ャ ー ラ ボ

uturelab・小川秀明＆N
ニ コ ラ ス

icolas N
ナ ヴ ォ ー

aveau 東京大学生産技術研究所・山中俊
し ゅ ん じ

治研究室

家庭用ロボット
に故人の顔をつ
けて、口癖やし
ぐさなど特徴を
再現する技術。
会 期 中 は 来 場
者 が体 験 で き
ます

デジタルシャーマン・プロジェクト

この他、特別展覧会の各研究者やアーティストが戸定邸で
トークイベントを開催します。

　11月16日㈯12時
30分から行われる
オープニングトーク
に続いて、小川氏と
ニコラス氏が戸定邸
でトークを行います。

Planet Labs: Dove satellites.
Photo by Carter Dow.
Art by Forest Stearns.

　会場戸定邸

公式
ホームページ

日本人女性プログラマー・若宮正子氏
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カラーユニバーサルデザインに配慮して作成しています。　問広報広聴課（広報担当）☎366－7320



おやこD
で

E
広場

子育て支援
センター

放課後
児童クラブ

小規模
保育施設

11月7日㈭・12日㈫・14日㈭・15日㈮・
19日㈫・22日㈮・26日㈫・28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
12月6日㈮10時～12時　
会場子ども読書推進センター　
内容クリスマス絵本＆世界の昔話絵本　
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
電話で子ども読書推進センター☎331－0077へ

小学校での読み聞かせ講座 要申込

時間15時30分～16時　
対象幼児～小学生と保護者

日程 会場
11/15㈮ 五香市民センター
11/19㈫ 小金原市民センター
11/20㈬ 東部スポーツパーク
11/22㈮ 新松戸市民センター
11/26㈫ 小金市民センター（分館内）

11/28㈭ 和名ケ谷スポーツセンター
（分館内）

市民センターおはなし会

11月23日㈷①10時30分～12時②13時30分～15時
会場子ども読書推進センター　
講師サイエンス倶

ク ラ ブ

楽部松戸教室長・塩入美
よ し ひ ろ

洋氏　
対象①3歳児～小学1年生②小学2年～6年生
定員各先着30人　費用無料
電話で子ども読書推進センター☎331－0077へ

理
り か ど く

科読講座！サイエンス大実験
「空気について」要申込

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～
日時 会場（駐車場はありません）

11/12㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
11/15㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
11/19㈫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）
11/22㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
11/22㈮11:20～11:50 根木内こども館
11/27㈬10:30～11:00 ほっとるーむ新松戸
11/28㈭10:30～11:00 矢切公民館

長期間 休日 夜間

で働いてみませんか？ 要申込

文化財史跡めぐり要申込

～江戸から明治の建築様式めぐり～

クリスマスカードを作ろう！要申込

～小学校に入学するまでに、どんな準備をしておけばいいの？～

子育て支援員研修受講生募集子育て支援員研修受講生募集

　家庭での育児が困難なときに、子どもを一時的に預けることができます。
11月23日㈷・27日㈬・28日㈭
各9時30分市役所地下玄関集合、16時30分ごろ解散　
コース戸定邸・戸定歴史館、圡

つ ち や

屋家
け

長
な が や も ん

屋門、安
あ ん び る

蒜家長屋門、旧齋藤邸
（昼食）、旧𠮷田家住宅歴史公園（柏市）をマイクロバスで移動　
対象市内在住・在勤（小学生以下保護者同伴）　定員各16人（抽選）
持ち物昼食、飲み物、虫よけスプレー、タオル、歩きやすい服装と靴
費用各170円（60歳以上90円）
11月14日㈭〔必着〕までに、ちば電子申請サービスま

たは往復はがきに参加者（1枚につき2人まで）の住所・
氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・参加希望日・返信用
宛名を記入して、〒271－8588松戸市教育委員会　社
会教育課（☎366－7462）へ

11月27日㈬10時30分～15時　
会場旧齋藤邸（松戸市紙敷588）　講師学習支援専門員・泉晴

せ い こ う

行氏
定員先着15人　持ち物昼食、飲み物、虫よけスプレー　費用無料
11月15日㈮までに、電話で社会教育課☎366－7462へ

　テレビや雑誌でおなじみの空の探検家・武田康男氏（松戸市出身）
が、4K大画面の美しい映像と共に講演します。
日時12月7日㈯13時30分から（13時開場）
会場流通経済大学新松戸キャンパス講堂（JR新松戸駅下車）
講師気象予報士・武田康男氏　対象①市内在住・在学の小・中学
生とその家族②どなたでも　定員①300人（抽選）②先着400人　費用無料
①11月24日㈰〔必着〕までに、申し込みフォーム・FAX・往復はがきのいずれか

に講演会名、郵便番号、住所、電話番号、代表者氏名（ふりがな）・
年齢・子からみた続柄、大人と子どもの各人数、子の学校名、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 360－0945（☎367－7810）へ
②当日会場で

11月①14日㈭②15日㈮各10時30分～12時
会場①文化ホール②青少年会館
対象来年度小学校に入学する子がいる、市内在住・在勤の保護者
定員先着35人　費用無料
※一時預かりあり（1歳6カ月～3歳、先着5人、要申込）。
電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

　研修の修了者は「松戸市子育て支援人材バンク」と「ファミリー・サ
ポート・センター」に登録されます。
日程①前期
 基本研修 2月4日㈫・5日㈬
 専門共通研修  2月6日㈭・12日㈬・13日㈭・18日㈫・19日㈬
②後期（いずれかのコースを選択）
 放課後児童コース  3月3日㈫～5日㈭
 地域子育て支援コース  2月25日㈫～27日㈭
 地域保育コース  2月20日㈭・25日㈫・26日㈬、3月4日㈬・5日
㈭・10日㈫
※日程は変更になる場合があります。
時間①各10時～15時15分②各13時から（終了時間は日によって異
なります）　会場聖徳大学（松戸駅下車）他　対象以下の全ての条件
を満たす人●市内在住で、全日程参加できる●研修修了後に市内の
各対象事業への従事を希望する●ファミリー・サポート・センターの
提供会員として登録できる　定員50人（書類選考あり） 　
費用2,000円　※詳細は市ホームページをご覧ください。
11月29日㈮までに、市ホームページでダウンロード

した応募申込書を直接またはFAX・郵送で〒271－
8588松戸市役所　子育て支援課 703－1005（☎
366－7347）へ

対象満1歳以上18歳未満
実施場所①②③④児童養護施設晴香園③⑤さわらびドリームこども園
利用料金子ども家庭相談課にお問い合わせください（生活保護世帯は無料）
利用方法晴香園利用の場合=児童養護施設晴香園☎315－2985、
さわらびドリームこども園利用の場合=子ども家庭相談課☎366－3941へ

問子ども家庭相談課☎366－3941

サービス名 利用時間 利用条件

①ショートステイ 連続7日間以内の宿泊
疾病、育児疲れ、出産、看
護、冠婚葬祭、出張、学校
行事への参加等により一時
的に養育ができない場合

②日帰り養護 7時～18時
仕事等により一時的に日中
における家庭での養育がで
きない場合等

③夜間養護
（トワイライトステイ）

晴香園18時～22時
さわらびドリームこども園
16時～22時

恒常的な残業等により帰宅
が遅く、家庭で養育ができ
ない場合等

④休日養護 日曜、祝・休日の7時～18時 休日業務等により家庭での
養育ができない場合等⑤土曜日養護 土曜の7時～21時 古民家「旧齋藤邸」造形講座

小学校入学直前家庭教育講座小学校入学直前家庭教育講座 要申込

すごい空の見つけ方すごい空の見つけ方親子特別講演

①①小・中学生親子招待席小・中学生親子招待席 要申込 ②②当日自由席当日自由席

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

申し込みフォーム

市ホームページ

ちば電子
申請サービス

武田康男氏
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総合医療センター各診療科外来は、
以下の日程で休診します
皮膚科外来11月1日㈮・8日㈮・22日㈮
小児脳神経外科外来11月5日㈫・8日㈮・12日㈫・
15日㈮・19日㈫・22日㈮・26日㈫
問同センター☎712－2511（代表）

介護者のつどい（新松戸）
11月3日㈷12時30分～14時45分　
会場新松戸市民センター　費用無料
 当日会場で
問新松戸高齢者いきいき安心センター☎346－2500

ウォーキングで認知症予防教室〔全3回〕
要申込
11月13日㈬・21日㈭・28日㈭各14時～16時
会場稔台市民センター　定員先着30人　費用無料
電話で明第1高齢者いきいき安心センター☎

700－5881へ

介護者のつどい（常盤平団地）要申込
11月20日㈬13時30分～14時30分　
会場常盤平団地高齢者いきいき安心センター　
対象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
電話で同センター☎382－6535へ

低栄養を防いで健康寿命を延ばそう
要申込

時間10時30分～12時　内容講話と試食　
対象おおむね70歳以上　費用無料
11月1日㈮9時から、電話で各会場へ

がん患者・家族「集いの場」要申込
11月21日㈭13時30分～15時30分　
会場総合医療センター8階特別カンファレンス室
（1階総合案内で入館証を受け取ってください）
内容フリートーキング　定員先着15人　費用無料
※がんの相談も受け付けています。
電話またはFAXで同センターがん診療対策室

☎712－2511（内線1025）、 712－2573へ

認知症サポーター養成講座
要申込
11月26日㈫14時～15時30分　会場小金市民
センター　定員先着50人　費用無料
電話または申し込みフォームで

小金高齢者いきいき安心センター
☎374－5221へ

健康塾「食べる」「飲み込む」を知ろう
～食事のちょっとしたムセ込み、気に
したことありますか？～
要申込
11月27日㈬14時30分～16時（14時開場）
会場東松戸病院2階大会議室　講師同病院看護
師・作業療法士・介護支援専門員　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

地域いきいき講座要申込
12月4日㈬10時～11時　会場勤労会館　
内容介護予防体操　講師音楽健康指導士2級・
長井仁美氏　対象高齢者、高齢者を支える人　
定員先着30人　費用無料
電話で明第1高齢者いきいき安心センター

☎700－5881へ

ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎
にご注意ください
　以下の予防対策を徹底しましょう●食事前やト
イレ後などには必ず手を洗う●下痢やおう吐など
の症状がある人は、食品を直接取り扱わない●患
者のふん便や吐物を適切に処理する●加熱が必
要な食品は中心部までしっかり加熱する●調理器
具などは使用後に洗浄・殺菌する
問健康福祉政策課☎704－0055

まつど健康マイレージ付与…

日程
（いずれか1日）

会場
（保健福祉センター）

定員
(先着) 電話番号

11/21㈭★
中央 各25人 366－748911/26㈫

12/  4㈬
11/18㈪

小金 各20人 346－560111/21㈭
11/28㈭★
11/20㈬

常盤平 各25人 384－133311/22㈮★
12/  2㈪

受付時間①9時30分～11時②13時30分～15時　
対象20歳以上の女性　※自覚症状がある人は、直接医療機関にご相談ください。　
定員各先着①200人②150人　※定員により希望日を選べない場合があります。
持ち物共通受診券（オレンジ色、受診券がない人はお問い合わせください）、スカート
費用400円　※以下のいずれかに該当する人は無料●2020（令和
2）年3月31日時点で75歳以上●後期高齢者医療被保険者証を持つ
●生活保護世帯（夜間・休日受診証の提示が必要）●市民税非課税世
帯（受診時に申請書を記入）
ちば電子申請サービスまたは電話で健康推進課☎366－7487へ

★印は一時保育あり（2歳以上、要申込）
時間10時～13時　持ち物エプロン、三
角巾、布巾2枚、手拭きタオル　費用無料
※過去の講習会レシピを市ホームページ
で公開しています。
電話で各会場へ

食生活改善サポーターによる料理講習会
「バランスのよい食事」要申込
　食生活改善サポーターは、市の食育を推進する担い手・
「健康松戸21応援団」として、食を通した健康づくりを地
域に広げる活動をしています。

11月は「ちばの食育月間」11月は「ちばの食育月間」

11月17日㈰10時30分～13時10分（入場は12時40分まで）　
会場運動公園体育館　対象市内在住・在勤・在学　
持ち物飲み物、上履き、外靴を入れる袋
※動きやすい服装でお越しください。

11月1日㈮～8日㈮各8時30分～17時
会場市役所1階連絡通路
問健康福祉政策課☎704－0055

　食の大切さと郷土の素晴らしさを
知ってもらうため、食育に関する展示
やレシピの提供をします！ 松戸市

食育キャラクター
「ぱくちゃん」

問健康推進課☎366－7486

ステージイベント

健康度測定
　骨密度測定、虫歯のなりやすさ検査、
ロコモチェック、血管年齢測定など

エクササイズなどの体験
　体幹トレーニング、ストレッチポールや
ラダーを使ったエクササイズ、スポーツ吹
矢など

学び・体験
　折り紙教室＆簡単ヨガ気功・マッサー
ジ、健康麻雀、水引を使ったワンポイント
飾りの作成など

健康松戸21
マスコットキャラクター
「けあら」

健康松戸21応援団       秋の健康フェスティバル2019
～ひとりでも、親子でも、大人数でも、みんなで楽しむ健康づくり～

D
で

E

10:50～ 太極拳

11:30～ NHK2020応援ソング「パプリカ」ダンス＆ヒップホップダンス
12:10～ ストレッチ体操

救急医療体制 
※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

☎366－0010テレホン案内
サービス
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〕。

子宮頸
け い

がん集団検診の申し込みは11月30日㈯まで 要申込

検診日 実施会場
11/  6㈬★ 常盤平保健福祉センター
11/14㈭　  六実市民センター別館
11/15㈮★ 新松戸市民センター
12/12㈭　 六実市民センター別館
12/13㈮　 東部スポーツパーク
12/16㈪★ 中央保健福祉センター
12/17㈫★ 小金保健福祉センター

検診日 実施会場
1/20㈪　 常盤平保健福祉センター
1/22㈬★ 中央保健福祉センター
1/24㈮★ 常盤平保健福祉センター
2/  3㈪　 中央保健福祉センター
2/  6㈭　 東部スポーツパーク
2/  7㈮★ 新松戸市民センター

7時

日程
（いずれか
1日）

会場
（保健福祉
センター）

定員
(先着) 電話番号

11/20㈬ 小金 20人 346－5601
11/27㈬ 常盤平 30人 384－1333
12/  3㈫ 中央 30人 366－7489

ちば電子申請
サービス

市ホームページ

申し込みフォーム

★印はママサポート（子どもの一時的な見守り）を実施
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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付・相談窓口は、
　広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）です。

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
婦人・DV相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3955
家庭児童相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3941
消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119
消費生活相談 ㈪～㈮ 8:30～16:00 消費生活センター☎365－6565
福祉まるごと相談 ㈪～㈮ 8:30～17:00 高齢者支援課☎366－1100

福祉なんでも相談

㈬、第1・4㈮

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

第1㈫ 六実支所
第1㈭ 小金原市民センター

㈬、第1・4㈮ 電話相談
障
害
者
相
談

基幹相談支援
センターCoCo

㈪～㈮
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
（予約優先） 9:00～17:00 ふれあい22（3階）※訪問可

☎388－6222・6225
388－6222

障害がある人や
事業主からの就労相談

（予約制）
㈪～㈮ 9:00～17:00 障害者就業・生活支援センタービック・ハート松戸☎343－8855

障害者虐待防止・
障害者差別相談 ㈪～㈮ 8:30～19:00

障害者虐待防止・障害者差別相談セン
ター（基幹相談支援センターCoCo内）
☎366－8376　 366－1138

高齢者・障害者成年
後見制度相談（予約制）

㈫㈮（祝日の場
合は前日） 9:00～17:00 NPO成年後見センターしぐなるあいず☎702－7868

労働相談 ㈪㈭
（第3㈭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） ㈪～㈮ 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） ㈫～㈯ 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
㈪～㈮ 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

生活に困っている人の
相談 ㈪～㈮ 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） ㈪～㈮ 8:30～17:00 教育研究所（予約専用）☎366－7600

青少年相談
電話

㈫～㈯ 9:30～17:00 常盤平児童福祉館☎384－7867来所予約制
いじめ電話相談 ㈪～㈮ 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㈪㈭ 14:00～20:00
男女共同参画課（予約・相談専用）
☎363－0505

第2～4㈪㈭ 10:00～16:00 
男性対象

（電話相談） 第1・3㈮ 17:30～20:30

まつど女性就労・両立支援
相談（第2㈭は起業相談も）

㈫㈬㈭
（月末日を除く） 10:00～15:00 ゆうまつど（2階）

男女共同参画課
☎364－8778

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
市政相談・一般民事相談 ㈪～㈮ 8:30～17:00★ 市役所本館2階相談

コーナー
City Hall main Bld. 
Level2
※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・税務・登記
相談の予約は、相談
日の1カ月前から

広報広聴課広聴担
当室
（予約）☎366－1162
（一般民事相談専用）
☎366－7319
※一般民事相談は
金銭・身の上・相続
等の簡単な法解釈
を要する相談
行政書士相談事務
所・初見（予約専用）
☎316－1950（㈪
～㈮9時～17時）

法律相談（随時予約） 第2～4㈪
第1～4㈫、第1～4㈭ 13:00～17:00

交通事故相談 ㈪㈫㈭ 9:00～17:00★
行政相談 第2・4㈪ 13:00～16:00

行政書士相談（予約制） 第2㈭   9:00～12:00
不動産相談（予約制） 第1～4㈬ 13:00～17:00
税務相談（予約制） 第2㈮ 13:00～17:00
登記相談（予約制） 第3㈮ 13:00～16:30

外
国
人
相
談

English
Mon, Tue, Wed 13:00～16:00

City Hall main Bld. Level2
☎366－9151
※Telephone consultation in English 
is available within the time on the 
left schedule.
※

Thu, Fri 10:00～13:00
1st&3rd Tue   9:00～12:00

中文 Chinese
星期一・二・三 10:00～13:00
星期四・五 13:00～16:00
第1・3星期二   9:00～12:00

Tagalog・Filipino
2nd&4th Tue   9:00～12:00

Thu 10:00～13:00
Spanish 2nd Tue   9:00～12:00

Vietnamese 4th Fri 13:00～16:00

建築士相談（予約優先） 第2㈬   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㈬ 10:00～16:00 住宅政策課
☎366－7366マンション管理相談

（予約優先） 第1㈬   9:00～12:00 市役所新館6階会議室

人権相談
※人権相談は法務局松戸
支局でも行っています

第1～4㈭   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
（㈪～㈮8時30分
～17時15分）

第1㈫

10:00～15:00★

六実支所
第1㈭ 小金原市民センター
第1㈮ 新松戸市民センター
第2㈮ ふれあい22

ひとり親（就労等）相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00★ 子育て支援課☎366－7347

子育て相談 ㈪～㈮   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
はなみずき☎710－8070
グレース☎382－6182
風の丘☎375－8447

  8:30～22:00 ドリーム☎070－3935－1230

◆松戸市文化祭（松戸舞踊連合会）
11/3㈷10:30　 同会・渋谷☎
090－2218－9532
◆松戸市文化祭（邦楽演奏会）
11/4㉁13:00　 松戸邦楽会・
山本☎386－5726
◆年末調整等説明会
11/7㈭13:30　 松戸税務署
☎363－1171
◆松戸市文化祭（文化講演と伝統
芸能）
11/9㈯13:00　 松戸史談会・
松田☎342－1764
◆松戸市文化祭（松戸市民謡連
盟大会）
11/10㈰9:30　 同連盟・宮澤
☎090－3001－4030
◆松戸市戦没者追悼式
11/16㈯14:00　 地域福祉課
☎366－3019
◆松戸市文化祭（吟詠の集い）
11/17㈰9:30　 松戸市吟詠
連盟・宇田川☎345－0884
◆松戸市文化祭（日本舞踊大会）
11/23㈷10:30　 日本舞踊同
好会・村山☎363－9808
◆松戸スウィングセピア定期演
奏会
11/24㈰13:30　 同団体・中島
☎367－0974
◆生涯大学校浅間台学園祭
11/27㈬10:10　 同祭実行委
員会事務局長・横尾☎090－
8109－7997
◆彩乃会舞踊発表会
11/29㈮10:00　 同会・二瓶
☎365－9058

◆小林研一郎指揮 読売日本交響
楽団 松戸 特別演奏会
11/16㈯14:00　会場大ホール
費用S席4,500円、A席3,500円
※未就学児入場不可、有料託児
サービス利用可。電話でマザー
ズ☎0120－788－222（平日10
時～17時）へ
◆しまじろうコンサート サンタの
くにの クリスマスレストラン
11/29㈮14:00、16:40、11/30㈯・
12/1㈰各9:30、12:10、14:50、
17:30　会場大ホール　費用会館
特別価格・全席指定3,177円（前
売り3,055円）　※3歳未満は膝
上鑑賞無料（保護者1人につき子
ども1人まで）
◆歌って健康！歌声コンサート 
1/10㈮13:00　会場市民劇場
費用全席自由2,000円（前売り
1,500円）　※車椅子などで介助
を要する人の付添人は1人まで半額
◆新春特選落語会　
春
しゅんぷうてい

風亭小
こ あ さ

朝、柳
やなぎや

家喬
きょうたろう

太郎、
桃
とうげつあん

月庵白
はくしゅ

酒withナイツ
1/11㈯13:30　会場大ホール　
費用S席3,700円、A席3,200円
※未就学児入場不可

◆①ヨガ②体幹美Body
①11月の㈮15:00～16:30
②11/11㈪・18㈪各11:10～12:00
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
●グラウンド・ゴルフ教室
11/4㉁9:00～12:00　会場東
漸寺本堂裏広場（駐車場利用不
可）　 定員先着50人　 堀☎344
－1735
◆①ピラティス②やさしいヨガ
①11/4㉁・11㈪・18㈪各10:00
～10:50②11月の ㈬11:10～
12:00　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
◆①アロマヨガ②ボールDEリズム
① 11/5㈫・19㈫・26㈫各10:10
～11:10②11月の㈫ 13:30～
14:30　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
●軽スポーツ教室（カローリング、
ボッチャ）
11/9㈯9:00～12:00　会場寒風
台小学校　 内田☎364－8920
●ファミリースポーツ教室
11/10㈰9:00～12:00　会場新
松戸西小学校　 宮崎☎346－
4327
●グラウンド・ゴルフ教室
11/10㈰9:00～13:00　会場馬
橋北小学校　 矢野☎090－
3107－0348

●卓球教室
11/10㈰9:00～12:00　会場松
飛台第二小学校　 明

みょうどう

道☎090
－9835－1187
●スポレク地域祭卓球大会（五香
松飛台地区）
11/17㈰9:00～12:00　会場松
飛台第二小学校　費用100円　
明道☎090－9835－1187

●軽スポーツ（カローリング、ボッ
チャ）・グラウンド・ゴルフ教室
11/16㈯9:00～12:00　会場稔
台小学校　 髙橋☎363－3064
●スポレク地域祭グラウンド・ゴ
ルフ大会（馬橋地区）
11/17㈰9:00～13:00　会場八
ケ崎小学校　定員先着80人
倉澤☎347－5314

※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、翌平日休館）
※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

※外壁改修工事のため、12月28日㈯
　まで休場します。

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、翌平日休館）
※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/

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）
※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
日時 内容（★は有料） 問い合わせ

大
ホ
ー
ル

  2㈯ 13:40 法人会　3市合同ミュージックフェスティバル
（公社）松戸法人会
☎368－3311

  3㈷ 18:30
O
オ ー ケ ス ト ラ

rchestra M
ミ ュ ー ジ カ ル ト

usicart 記念演
奏会　光と魔法のコンサート　
★　※市内在住・在勤・在学無料
（要証明、先着500人）

同団体・宮内
orchestra.musicart
@gmail.com

  4㉁ 13:00 松戸市文化祭 マジックフェスティバル
松戸奇術会・岩田
☎388－2783

  6㈬ 14:0018:30 吉幾三 オンステージ2019　★
MIN-ONインフォメー
ションセンター
☎03－3226－9999

  9㈯ 12:00 松戸市文化祭 松戸市合唱祭 松戸市合唱連盟・加藤
☎384－607910㈰ 11:00

16㈯ 14:00 小林研一郎指揮 読売日本交響楽団  松戸 特別演奏会　★
森のホール21チケットセ
ンター☎384－3331

20㈬ 10:30 松戸市幼児教育振興大会 松戸市私立幼稚園連合
会・椎名☎387－4809

21㈭ 14:0018:00
雪・月・花～新演歌三姉妹～コン
サート　★

ベルワールドミュージッ
ク☎03－3222－7982

29㈮ 14:0016:40しまじろうコンサート　サンタ
のくにの クリスマスレストラン　
★　※12/1㈰まで、各日最終
回にスペシャルアンコールあり

同コンサートお客さま窓
口☎0120－988－88330㈯

  9:30
12:10
14:50
17:30

小
ホ
ー
ル

  8㈮   9:30 15周年記念 陽
ようせいかい

声会カラオケ発
表会 同会☎387－4365

10㈰ 12:30 和太鼓のひびき 青山
☎080－3388－4590

16㈯ 14:0018:00
ザ・ニュースペーパー L IVE 
2019　★

Ro-Onチケット☎365－
9960（平日10時～18
時、土曜10時～14時）

17㈰ 13:00 市民のための糖尿病教室
千葉県糖尿病協会事務
局長・有光
☎0436－62－4511

28㈭   9:30 松戸民演発表会 成嶋☎341－3572
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◆パソコン初心者講習「基本操作と年賀
状づくり」
12/31㈫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） 各先着1人 各2,000円
電話で同NPO・石井☎703－7284へ

●まつどオペラ旗揚げ公演練習会〔全15
回〕
11月～1月（詳細は要問い合わせ）

ミュージックサロンK
コ コ

oko（JR新松戸駅
下車） 20,000円 電話で混声合唱団
C
コ ー ロ

ORO K
コ コ

OKO・川島☎345－1133へ
●詩吟を楽しむ会〔全4回〕
11/2㈯・9㈯・16㈯・23㈷各10時～12時
小金市民センター 初心者 2,000円
輝
きりゅう

龍会
か い

・吉
よしとみ

富☎090－4413－3523
◆司法書士法律相談会
11/2～12/21の㈯10時～15時（11/

23を除く） 松戸商工会議所（松戸駅下
車） 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
●合気道無料講習会
11月の㈫㈯19時～20時30分 常盤

平体育館 小学生以上 各先着5人 松
戸合気道クラブ・佐々木☎090－1431－
0644
●ディスクゴルフ体験会
11/3㈷、12/1㈰各9時～11時 千

駄堀スポーツ広場 各先着15人 松戸
ディスクゴルフ体験クラブ・新井 arai@
jiritsufc.com
◆秋の江戸川カッパ市
11/3㈷10時～15時〔雨天中止〕 江

戸川河川敷（樋野口排水機場付近） フ
リーマーケット、Eボート、紙芝居、猿まわ
し他 同実行委員会☎330－3450
●歌唱サークル見学会
11月の㈫13時～16時 小金原体育

館 電話で小金原歌唱サークル・宮崎☎
090－2168－5107へ
●健康体操体験会
11/7㈭・14㈭各10時～11時30分

勤労会館 60歳以上の女性 各500円
電話で健康体操もくれん・加藤☎348

－0292へ
●手編みとパッチワークキルト初心者無
料体験会〔各全2回〕
①11/7㈭・21㈭②11/8㈮・22㈮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
◆フラダンス無料講習会
11/7㈭・14㈭・21㈭各18時40分～20

時 松戸ボールルームダンスクラブ（松
戸駅下車） 各先着5人 電話でナーフ
ラピリアロハ松戸・渡辺☎080－3145－
5581へ
●歌謡体操（体と脳の活性）
11/9㈯・16㈯各9時～10時 新松戸

市民センター 50歳以上の女性 各先着
5人 各500円 電話で歌謡体操・小

こ せ き

関
☎080－5718－2973へ
◆はっぴー!!やっほーい!!松特祭（文化祭）
11/9㈯9時55分～14時 県立松戸特

別支援学校 同校・浦川☎388－2128
◆わかばフェスティバル
11/9㈯10時～14時30分 わかば園

（金ケ作）他 同園・渡邉☎384－0165
●健康体操講習会（ストレッチ、リズム体
操など）
11/12㈫・19㈫各9時20分～10時50

分 和名ケ谷スポーツセンター 60歳以
上の女性 各先着5人 各500円 電話
で健康体操コスモス・原☎710－3540へ
◆税を考える週間「税の無料相談会」
11/14㈭10時～15時（1人約30分） 市
役所1階連絡通路 当日会場で 千葉
県税理士会松戸支部☎366－2174

◆高齢者向け料理教室～たんぱく質を
とって低栄養を防ごう～
11/12㈫9時45分～14時 稔台市民

センター 60歳以上 先着15人 500
円 電話で（特養）親愛の丘・上田☎712
－1200（㈪～㈮9時～16時）へ

地域パートナー講座「ことばでつかむ
笑顔の人生」
11/13㈬13時～15時 馬橋市民セ

ンター 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
◆税理士・行政書士・司法書士による
もしものための相続基礎知識講座
11/13㈬15時30分～17時30分 市

民交流会館文化施設 先着10人 電話
でシニアあんしんサポートまつど・秋元☎
711－5583へ
◆元気に歩こう会
11/14㈭10時21世紀の森と広場中

央口集合、12時現地解散 当日会場で
常盤平地区高齢者支援連絡会・野村☎

387－1234
◆K

こ う よ う

OYO祭
さい

（文化祭）
11/16㈯9時30分～14時 県立特

別支援学校流山高等学園本校舎・第二
キャンパス 同学園・宮﨑☎04－7141－
9900
◆ファイナンシャルプランナーの「ちょっと
お得な暮らしとお金のセミナー」（個別相
談会あり）
11/16㈯①10時～11時②11時20分

～12時20分③13時30分～15時 明市
民センター ①人生100年時代の生活設
計②終わり良しの終活③インフレ時代到
来の備えは不可欠！ 各先着30人 各
500円（複数受講は1,000円） 電話で松
戸生活やくだちたい・川端☎047－412－
5204へ
◆新婦人松戸発表・体験会・バザー（踊
り・朗読・歌・絵手紙他）
11/16㈯13時～16時 松戸新田第一

町会集会所 同団体・植草☎090－8014
－4729
◆落語会（春

しゅんぷうてい

風亭昇
しょうや

也・春風亭昇
しょうご

吾）
11/16㈯13時30分～15時30分 常

真寺（大谷口） 先着60人 1,000円
当日会場で 同寺☎342－1616
◆手賀沼外来水生植物駆除体験講座
11/17㈰9時30分～14時30分 我

孫子市生涯学習センター「アビスタ」
元千葉県環境研究センター水質環境研
究室長・小倉久子氏 先着30人 長靴、
汚れてもよい服装、筆記用具　※昼食付
き Eメールで手賀沼流域フォーラム
teganumaforum@yahoo.co.jpへ
◆きりとも祭（作品展示・ステージ発表他）
11/17㈰10時～14時 （社福）桐

きりとも

友学
園（柏市） 同学園・福田☎04－7191－
5277
◆関さんの森ふるさとの集い～蔵から見
える昔のくらし～
11/17㈰10時～14時30分 関さん宅

の屋敷と庭 関さんの森エコミュージア
ム・木下☎090－9156－4960
●アーチェリー教室〔全4回〕
11/17㈰・24㈰、12/1㈰・8㈰各13時

～16時 運動公園体育館 10m初歩実
技 中学生以上 先着8人 3,200円
電話で松戸市アーチェリー協会・浜辺

☎342－4706へ
◆市民のための糖尿病教室「令和を元気に
～あなたの生活習慣を見直しましょう～」
11/17㈰13時～16時30分 森のホー

ル21 講演、パネルディスカッション（11
時30分から血糖測定や骨密度測定などあ
り） 先着500人 千葉県糖尿病協会事
務局・有

ありみつ

光☎0436－62－4511

●家庭教育講座「上手な兄弟の育て方」
11/19㈫10時～12時 市民会館

100円 電話で松戸家庭教育研究会・
加藤☎080－5426－3133へ
◆木

き め こ

目込み人形で「干
え と

支（ねずみ）」を創
つく

っ
てみよう!!〔全2回〕
11/19㈫・23㈷各10時～12時 市民

交流会館文化施設 先着10人 3,500
円 電話で木目込み人形・羽

は が わ

川☎342－
8229へ
◆ともしび読書会
11/21㈭14時～16時 ゆうまつど

テキスト『閉鎖病棟』帚
ははきぎ

木蓬
ほうせい

生著 200円
電話で同会・林☎368－5323へ

●松戸市パークゴルフ大会
11/23㈷8時～12時30分 オスカー

パークゴルフ公園船橋コース 36ホール
ストロークプレー 10歳以上 1,700円
（会員1,600円） 電話で松戸市パークゴ
ルフ協会・桜井☎090－2409－4671へ
●日本盆栽協会松戸支部創立50周年盆
栽展示会
11/23㈷・24㈰各9時～16時 常盤

平市民センター 同支部・安
あ び こ

孫子☎090－
3210－9312
◆理学療法士による「膝痛予防」
11/23㈷10時～11時 八ケ崎市民

センター 先着40人 FAXで松戸整形
外科病院・中嶋 346－5670へ
◆女性弁護士による養育費等の移動相談
11/23㈷13時～16時 市民会館　

※一時預かりあり 電話で（一財）千葉県
母子寡婦福祉連合会☎043－222－5818
（㈪～㈮9時30分～16時30分）へ
◆伝統文化こども生け花教室
①11/23㈷②11/24㈰③11/30㈯

④12/1㈰⑤12/7㈯⑥12/14㈯各14時
～15時 ①②⑤八柱③④⑥稔台各市民
センター ①③生け花（X

ク リ ス マ ス

mas）②④ハー
バリウム⑤⑥生け花（お正月花） 3歳以
上（保護者参加可） 各1人2,000円 電
話で華道育成会・藤

ふじひら

平☎090－2909－
6159へ
◆障害年金無料個別相談会
第4㈫13時30分～16時30分 松戸商

工会議所（松戸駅下車） 各先着10人  
NPOみんなでサポートちば☎070－1541
－7661

◆つくしバザー
11/27㈬10時～12時 県立つくし

特別支援学校 同実行委員会☎394－
6116（11/25㈪までの平日9時～13時
物品提供可）
◆白玉料理講座～地元の企業の力を借り
て～
11/27㈬10時～13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・上野☎080－
1277－1801へ
◆明日もあるさ会～皆で歌おうin松戸～
11/27㈬14時～16時 小金市民セ

ンター 先着100人 500円 電話で
生涯現役ときわ会・中川☎090－7813－
6178へ
●松戸民演発表会
11/28㈭9時30分～19時40分 森の

ホール21 松戸民演連盟・成嶋☎341－
3572
◆響きあう世界へ～前N

エヌきょう

響コンサート
マスター・山口裕之氏をお招きして～
11/28㈭19時～21時 アミュゼ柏
先着400人 3,500円（前売り3,000

円） 電話でさやの会・児玉☎080－3469
－0656へ
◆お話

はなしかい

会「発達凸
でこぼこ

凹のある子どもを育て
る」
11/29㈮ 13時 30分～16時 市民

会館 先着30人 1,000円 Eメール
で共

きょういく

育ステーション地球の家・熊谷
chikyunoie.2013@gmail.comへ
◆シニア・初中級者テニス教室
12月～3月の㈬㈮9時～11時、11時～

13時、13時～15時 松戸テニス倶
ク ラ ブ

楽部
（金ケ作） 各11,000円 11/29㈮まで
に、電話でシニアテニス世話人・原田☎
080－9983－7469へ

クリスマスフェスティバルキッズコン
テスト（パフォーマンス部門・アート部門）
12/7㈯ まつど市民活動サポートセ

ンター なないろのもりホームページで
3歳～中学生 11/22㈮までに、Eメー

ルで同団体 7iromori@gmail.comへ

●さわやか体操クラブ（ストレッチ体
操、リズムダンスなど）
㈮14時～15時30分 青少年会館

55歳以上 先着5人 月1,500円
1,500円 風

かざはや

早☎346－0332
●松戸市ターゲット・バードゴルフ協会
㈫～㈰9時～11時30分 六高台ス

ポーツ広場他 月500円 3,000円
伊藤☎090－4739－3829

◆はづき会（民謡・三味線）
週1回3時間 六実高柳老人福祉セ

ンター 60歳以上 西村☎386－
6426
◆男声合唱団アンクルーズ
月2回（不定期、1回2時間） ゆう

まつど 月2,000円 伊藤☎366－
1522
◆パステル会（油彩画・アクリル画他）
㈫12時～15時 小金市民センター
月4,000円 3,000円 佐藤☎341

－4309
◆ジョイフルコーラス（女声合唱）
㈫13時～15時30分 市民会館

月5,000円 1,000円 坂口☎367－
5368
◆松戸走ろう会
㈯9時～11時 江戸川堤防 結

け っ そ く

束
jkesso63@gmail.com

●牧の原ファミリーテニスクラブ
㈪13時～17時 栗ケ沢公園庭球場
50歳以上の女性、60歳以上の男性
先着5人 月300円 1,000円 小

栗☎090－9249－4054
◆峻

しゅんようかい

耀会（民謡）
㈬18時～20時 新松戸市民セン

ター 月4,000円 2,000円 野口☎
364－3050
◆金曜会（社交ダンス）
㈮19時～21時 馬橋市民センター
月4,000円 1,000円 野口☎090

－4837－1291
◆ストレッチ・ヨーガ
㈬9時30分～11時 運動公園小体

育室2 月2,000円 1,000円 伊東
☎070－5541－9369
◆股関節柔軟体操会
第1・3㈰10時～11時30分 市民会

館 月2,000円 2,000円 長谷部☎
090－6535－2133
◆フラッシュ☆キッズ（スーパードッジ
ボール）
㈫17時30分～20時、㈯9時～12時

30分、㈰13時～17時 六実小学校
5歳児～小学生 月3,000円（小学1・2
年生1,000円、5歳児500円） 高橋
https://fk2017.jimdo.com

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）
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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
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「禁煙のおもてなし店」の登録開始
「望まない 受動喫煙 0

ゼ ロ

松戸」の実現のため
ご協力をお願いします

　望まない受動喫煙を防止するため、「敷地内禁煙の店舗」または「店舗
内禁煙およびその他の受動喫煙防止対策をしている飲食店」を対象に、

「禁煙のおもてなし店」の登録を開始しました。登録条件や申請などの詳
細は、市ホームページをご覧ください。
登録店舗には3つのメリットがあります
◦市オリジナルステッカーを使用できます
◦市ホームページなどで紹介されます
◦「禁煙のおもてなし店」の名称を使用できます
問健康推進課☎366－7486

11月10日㈰8時～13時〔雨天決行〕
会場同市場　内容地場野菜・青果・マグロの解体・
即売、和名ケ谷中学校吹奏楽部の演奏、消防署
チビッ子レスキュー、ミニSL、ふわふわドーム他　
※内容は変更する場合があります。　
※松戸駅東口から無料シャトルバスを運行します。
問同祭実行委員会☎363－2222

食生活を支える
卸売市場を身近に 南部市場祭

　東京2020大会に向けた本市の取り組みや関連情報、ルーマニア、ドミニカ共和国との
ホストタウン交流情報などを発信します。

市ホームページ

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081
　（公財）松戸市国際交流協会☎366－7310 問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081

ドミニカ共和国×松戸市×ルーマニア

バレーボールワールドカップ2019でドミニカ共和国
が善戦しました！

　日本で開催された「FIVBバレーボールワールドカップ2019」で、
ドミニカ共和国女子チームは出場国12チーム中7位（6勝5敗）でした。
　来年の「北中米大陸予選」で優勝すれば、東京2020大会に出場
できます。引き続きみんなで応援しましょう！

東京オリンピック出場決定のルーマニア陸上
競技選手が松戸市を訪問しました！

　今年1月の七草マラソンに参加したクラウディア・ボボーチャ
選手が、10月11日から16日まで再び松戸市を訪問しました。
　ボボーチャ選手は国際大会で東京オリンピック参加標準記録を
突破し、陸上女子1500mへの出場が確定しています。
　滞在中は、聖徳大学で学生による歓迎プログラムや茶道を体験し、第五中学校

では給食体験・ 授業参
観・陸上部との交流を行
いました。交流の様子は
市ホームページをご覧く
ださい。

市内在住の新婚カップル（応募時に2年以内）・赤ちゃん（応募時に満2歳未満）の写真募集中 !

直接またはＥメールに写真データ（本人のみ）、件名・住所・氏名(ふりがな)・名字掲載希望の有無・生年月・
電話番号・コメント50字以内・市ホームページ掲載希望の有無を記入して、広報広聴課 mckouhou@
city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

2018（平成30）年11月生
毎日ステキな笑顔でみんなを幸
せにしてくれてありがとう！だい
すきだよ。かいどう♥

2019（平成31）年1月生
お兄ちゃんの事が大好きな
妹です。健やかな成長願っ
てます。

2017（平成29）年5月生
2歳になりました！最近はいろんな言葉
を覚えて会話したり歌いながら踊ったり
し毎日たのしい生活をおくってます。

鈴す
ず
き木

音お
と
は羽

ち
ゃ
ん

匂さ
ぎ
さ
か坂

心こ
こ
ね音

ち
ゃ
ん

開か
い
ど
う道

ち
ゃ
ん

市ホームページ

ドミニカ共和国
チームに松戸の
梨を差し入れ

クラウディア・
ボボーチャ選手

　9月の台風15号に続き、10月に発生した台風19号に
より、東日本の広範囲が大雨に見舞われ、河川の堤防が
決壊し、土砂災害が発生するなど、各地に大きな被害を
もたらしました。松戸市では倒木や一部地域での停電が
発生しましたが、人的被害はありませんでした。
　台風19号への対応として、松戸市では、災害対策本
部を設置し、500人を超える職員を配置しました。10月
12日9時には、高齢者や乳幼児、障害のある方とその支
援者に対し、避難開始の発令をしました。15時には、が
け崩れなどの災害が発生するおそれが極めて高いと判断
し、市内全域のがけ地付近にお住まいの方に対し、避難
勧告を発令しました。市内26カ所に開設した自主避難所
に一時は約1,400人が避難しましたが、これだけ多くの
方が避難したのは東日本大震災のとき以来です。災害は
いつ、どこで発生するか分かりません。台風の進路によっ
ては、市内に甚大な被害をもたらしていたかもしれませ
ん。災害の危険を感じたときには、早めの避難を心掛け
てください。また、日頃から自宅や学校、職場周辺にどの
ような危険があるのか、自治体が発令する避難情報の入
手方法や、近くにある避難所の位置と安全な避難経路を
確認するなど、災害に備えるようお願いします。
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下

「東京2020大会」）の開催まで、あと9カ月となりました。
東京2020大会に向け、松戸市とホストタウン交流を行う
ルーマニアの陸上女子1500m代表のクラウディア・
ボボーチャ選手が、7月にロンドンで行われた国際大会で
オリンピック参加標準記録を突破し、東京2020大会の
出場権を獲得しました。ボボーチャ選手は先月、松戸市を
訪れ、聖徳大学の学生や第五中学校の生徒と交流を深め
ました。
　また、松戸市出身・ゆかりのある選手では、レスリング
女子76kg級の皆

み な が わ

川博
ひ ろ え

恵選手が、9月にカザフスタンで行
われた世界選手権で準優勝し、東京2020大会への出場
権を獲得しました。オリンピック開催前年の世界選手権で
出場権を獲得したのは、女子最重量級では2003年の
浜
は ま ぐ ち

口京
き ょ う こ

子さん以来16年ぶりの快挙です。
　この他にも、レスリング女子50kg級の須

す さ き

﨑優
ゆ い

衣選手や
走り高跳びの戸

と べ

邉直
な お と

人選手、ウィルチェアラグビー（車い
すラグビー）の羽

は が

賀理
ま さ ゆ き

之選手など、一人でも多くの松戸
市出身・ゆかりのある選手が東京2020大会の出場権を
獲得できるよう、みんなで応援しましょう。

災害時には早めの避難を

人口と世帯〔2019（令和元）年10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 492,671 人 〔 148 〕 男 244,404 人〔 43〕
世帯 229,395 世帯 〔 171 〕 女 248,267 人〔 105〕

市ホームページ

第五中学校を訪問した際の様子聖徳大学を訪問した際の様子

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。

　市民の皆さんの声を直接お聞きするため、市長専用のFAX（
366－2301）および市ホームページに市長メール送信窓口を設
けています。市政に関する建設的なご意見をお寄せください（住
所・氏名などをご記載ください）。

松戸市長   本
ほ ん ご う や

郷谷 健
け ん じ

次

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。
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