
12月2日㈪は固定資産税・都市計画税（償却資産を含む）第3期の納期限です。 収納課☎366－7325

会場 21世紀の森と広場21世紀の森と広場
　　　（光と風の広場・水とこかげの広場）

◦あじさいねぎ（小金地区）
　あじさい寺として有名な本土寺に由来。味と彩りが
　よく、シャキッとした食感が特徴の葉ねぎ
◦矢

や き り

切ねぎ（矢切地区）
　「矢切の渡し」で有名な矢切地区で生産されている
　冬ねぎ。太くて甘みがあり、「焼いてよし、鍋によし」
　といわれる高級品
◦松戸ねぎ（五香六実地区）
　矢切ねぎと同じ根深ねぎ。ねぎサミットの松戸市
　開催を機に初出品

19 店が集結！松戸産のねぎを使った
オリジナルパンを販売します。

松戸商工会議所☎364 －3111

まつどパンまつり2019まつどパンまつり2019
野菜の販売は毎年大好評！松戸の新鮮野菜が楽しめます。

同まつり実行委員会（JA とうかつ中央内）
　☎341－5151

まつど大農業まつりまつど大農業まつり
同時開催同時開催

出品される松戸のねぎは3 種類出品される松戸のねぎは3 種類

アイドルグループ「Negicco」と
松戸産農産物ブランドシンボル
マーク「みのりちゃん」（左）

11月23日㈷・24日㈰　
各9時30分～15時30分〔雨天決行〕

22産地24種類のねぎが楽しめる！

農産物品評会・即売会農産物品評会・即売会
11 月 16 日㈯ 10時から〔雨天決行、なくなり次第終了〕
会場 KITE MITE MATSUDO前プラザ広場

矢切ねぎ焼き＆あじさいねぎソーセージの無料振る舞い矢切ねぎ焼き＆あじさいねぎソーセージの無料振る舞い
11月17日㈰ 11時から〔荒天中止、なくなり次第終了〕
会場松戸駅西口デッキ

ねぎを使用した特別メニューねぎを使用した特別メニュー
11月24日㈰まで
会場アトレ松戸 7 階レストラン街

11月23日㈷11月23日㈷ 11月24日㈰11月24日㈰
楽しいイベントがいっぱい！楽しいイベントがいっぱい！

　全国の「ねぎ」が一堂に！記念すべき10回目の「ねぎサミッ
ト」が松戸市で開催されます。全国のブランドねぎを味わう
ことができ、同時開催の「まつど大農業まつり」と「まつどパ
ンまつり」でも松戸の魅力を存分に楽しめます。
おいしい秋を満喫しましょう。

全国ねぎサミット2019inまつど
　実行委員会事務局（農政課内）☎366－7328 ねぎサミット

公式サイト

プレイベントプレイベント

産地自慢の
ねぎグルメも！

南部太ねぎ南部太ねぎ
（青森県南部町）（青森県南部町）

最上ねぎ最上ねぎ
（山形県新庄市）（山形県新庄市）

下仁田ねぎ下仁田ねぎ
（群馬県下仁田町）（群馬県下仁田町）

九十九里海っ子ねぎ九十九里海っ子ねぎ
（千葉県山武市）（千葉県山武市）

徳田ねぎ徳田ねぎ
（岐阜県岐南町）（岐阜県岐南町）

仙台井土ねぎ仙台井土ねぎ
（宮城県仙台市）（宮城県仙台市）

白神ねぎ白神ねぎ
（秋田県能代市）（秋田県能代市）

雪中軟白ねぎ雪中軟白ねぎ
（山形県鶴岡市）（山形県鶴岡市）

平田赤ねぎ平田赤ねぎ
（山形県酒田市）（山形県酒田市）

坂東ねぎ坂東ねぎ
（茨城県坂東市）（茨城県坂東市）

レッドポアローレッドポアロー
（茨城県城里町）（茨城県城里町）

さかいのねぎさかいのねぎ
（茨城県境町）（茨城県境町）

深谷ねぎ深谷ねぎ
（埼玉県深谷市）（埼玉県深谷市）

越谷ねぎ越谷ねぎ
（埼玉県越谷市）（埼玉県越谷市）

吉川ねぎ吉川ねぎ
（埼玉県吉川市）（埼玉県吉川市）

柏産ねぎ柏産ねぎ
（千葉県柏市）（千葉県柏市）

あじさいねぎあじさいねぎ
（千葉県松戸市）（千葉県松戸市）

矢切ねぎ矢切ねぎ
（千葉県松戸市）（千葉県松戸市）

松戸ねぎ松戸ねぎ
（千葉県松戸市）（千葉県松戸市）

やわ肌ねぎやわ肌ねぎ
（新潟県新潟市）（新潟県新潟市）

越津ねぎ越津ねぎ
（愛知県江南市）（愛知県江南市）

九条ねぎ九条ねぎ
（京都府京都市）（京都府京都市）

難波ねぎ難波ねぎ
（大阪府松原市）（大阪府松原市）

岩津ねぎ岩津ねぎ
（兵庫県朝来市）（兵庫県朝来市）

時間 内容
9:30～10:00 オープニングセレ

モニー
10:05～10:45 ねぎ産地 PR 合戦

10:50～11:20 ご当地ゆるキャラ
大集合

11:25～12:05 ねぎ産地 PR 合戦
12:15～12:45 音楽演奏
13:00～13:15 サミット宣言

13:15～13:30 農産物品評会
表彰式

13:45～14:25 ねぎ産地 PR 合戦
14:55～15:25 Negicco ライブ
15:25～15:30 エンディング

時間 内容
9:20～   9:50 太鼓演奏＆オープ

ニング
10:05～10:45 ねぎ産地 PR 合戦

10:50～11:20 音楽演奏（松戸市
消防音楽隊）

11:30～12:00 ヨサコイソーラン
踊り

12:05～12:45 ねぎ産地 PR 合戦

12:50～13:00 夢パンコンテスト
表彰式

13:10～13:40 ご当地ゆるキャラ
大集合

13:45～14:25 ねぎ産地 PR 合戦
14:45～15:15 Negicco ライブ

15:15～15:30 エンディングセレ
モニー

NN
ネ ギ ッ コネ ギ ッ コ

egiccoegiccoがやってくる！がやってくる！
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2019（令和元）年



●広報まつど　2019（令和元）年 11月15日

10月は防災行政無線で3件の行方不明高齢者の探索を行い、全て発見されました。ご協力ありがとうございました。

①市税＝市民税・固定資産税・市たばこ税・都市計画税など
②利子割交付金＝県税として徴収した租税から交付されたもの
③地方消費税交付金＝消費税のうち、地方消費税として県が精算後交付したもの
④地方特例交付金＝減税に伴う税金の減収の一部を補てんするため、国から交付されたもの
⑤地方交付税＝市が標準的な仕事をしていく上で、必要な経費を算出し国から交付されたもの
⑥分担金および負担金＝法律や条例に基づき、利益を受ける者にその費用の一部を負
　担してもらうもの
⑦使用料および手数料＝市の財産を使用した人や、特定のサービスを受けた人からの対価
⑧国庫支出金＝国が交付する負担金・補助金・委託金
⑨県支出金＝県が交付する負担金・補助金・委託金
⑩繰越金＝前年度から繰り越したお金
⑪諸収入＝税の延滞金、雑入など
⑫市債＝市が国や金融機関などから長期に借りたお金
⑬その他＝地方譲与税、財産収入など

①総務費＝市役所の事務管理や広報まつどの
　発行など
②民生費＝社会福祉や児童福祉の充実など
③衛生費＝ごみ対策や保健衛生の充実など
④商工費＝商店街の充実や事業の振興など
⑤土木費＝道路・河川・公園の整備など
⑥消防費＝消防・防災対策など
⑦教育費＝教育・文化・スポーツの振興など
⑧公債費＝市債の返済に充てるもの
⑨その他＝議会費、労働費、農林水産業費、
　災害復旧費、諸支出金

①市税
690億6,942万円
（45.1%） ②民生費

739億4,383万円
（50.2％）

④商工費
8億4,663万円（0.6%）
③衛生費
151億7,423万円(10.3％)

⑨その他
12億4,102万円（0.8％） ①総務費

126億6,920万円
（8.6％）

②利子割交付金
1億1,099万円（0.1%）③地方消費税交付金80億9,874万円（5.3%）

④地方特例交付金3億8,898万円（0.3%）
⑤地方交付税67億1,770万円（4.4%）

⑥分担金および負担金
20億1,075万円（1.3%）

⑦使用料および手数料
31億4,317万円（2.0%）

⑧国庫支出金
297億1,801万円（19.4%）

⑨県支出金
90億571万円（5.9%）

⑩繰越金69億300万円（4.5%）

⑪諸収入25億5,439万円（1.7%）
⑫市債124億6,950万円（8.1%）

⑬その他　
31億1,555万円（1.9%）

1,533億591万円　　　

⑤土木費
132億4,325万円（9.0%）

⑦教育費
129億5,495万円（8.8%）
⑥消防費
68億1,883万円（4.6%）

⑧公債費
105億2,892万円（7.1%）

歳入 歳出 1,474億2, 086万円

歳
入
の
説
明

歳
出
の
説
明

2018（平成30）年度決算概要
一般会計

財政事情

会計名 予算現額 収入済額 支出済額
国民健康保険特別会計 476 億 2,405 万円 466 億 2,694 万円 448 億 7,306 万円

松戸競輪特別会計 214 億　888 万円 209 億　 675 万円 196 億 9,414 万円
公設地方卸売市場事業特別会計 1 億 1,313 万円 1 億 1,328 万円 1 億　 237 万円

駐車場事業特別会計 2 億 1,900 万円 2 億 5,981 万円 1 億 7,403 万円
介護保険特別会計 375 億 6,008 万円 369 億 8,230 万円 358 億 2,352 万円

後期高齢者医療特別会計 56 億 9,790 万円 57 億 2,630 万円 56 億 7,270 万円
合計 1,126 億 2,304 万円 1,106 億 1,538 万円 1,063 億 3,982 万円

●特別会計
会計名 予算現額 収入率 執行率

国民健康保険特別会計 450 億 1,421 万円 47.4% 36.4%
松戸競輪特別会計 244 億 4,363 万円 71.7% 63.6%

公設地方卸売市場事業特別会計 1 億 1,167 万円 51.4% 38.7%
駐車場事業特別会計 1 億 5,300 万円 92.8% 16.1%
介護保険特別会計 386 億　572 万円 45.5% 38.2%

後期高齢者医療特別会計 59 億 3,106 万円 36.1% 17.9%
合計 1,142 億 5,929 万円 51.4% 41.8%

●企業会計
会計名 区分 予算現額 収入・執行率

水道事業
会計

収益的収入 16 億 6,230 万円 42.6%
収益的支出 16 億 3,631 万円 29.6%
資本的収入 2,948 万円 10.8%
資本的支出 4 億 8,743 万円 35.9%

病院事業
会計

収益的収入 228 億 8,712 万円 36.5%
収益的支出 240 億 9,297 万円 39.8%
資本的収入 12 億 6,100 万円 75.6%
資本的支出 20 億 8,295 万円 41.3%

下水道事業
会計

収益的収入 121 億　611 万円 25.5%
収益的支出 118 億 8,699 万円 8.1%
資本的収入 54 億 8,611 万円 17.6%
資本的支出 90 億 1,617 万円 34.3%

※収入額が支出額
に不足する額は、
内部留保資金で補
てんします。
※特別会計および
企業会計について
は、繰越分を含み
ます。

特別会計

＊1 収益的収支＝事業活動に伴い生じる収入と支出　
＊2 資本的収支＝建物や機械などの資産の購入・売却による収入と支出
※収入額が支出額に不足する額は、内部留保資金で補てんします。

会計名 区分 予算現額 決算額

水道事業
会計

収益的収入＊1 16 億 6,899 万円 17 億　 563 万円
収益的支出＊1 16 億 4,174 万円 16 億　　57 万円
資本的収入＊2 5,676 万円 6,304 万円
資本的支出＊2 6 億 8,622 万円 6 億 1,471 万円

病院事業
会計

収益的収入＊1 222 億 7,574 万円 217 億 2,991 万円
収益的支出＊1 241 億 9,539 万円 235 億　561 万円
資本的収入＊2 10 億 6,670 万円 10 億 4,614 万円
資本的支出＊2 15 億 4,162 万円 14 億 9,798 万円

下水道事業
会計

収益的収入＊1 119 億 4,832 万円 120 億　292 万円
収益的支出＊1 117 億 7,197 万円 116 億 8,531 万円
資本的収入＊2 61 億 4,179 万円 47 億 9,361 万円
資本的支出＊2 92 億 9,101 万円 79 億 1,689 万円

市内の水道は、県営のもの
と市営のものがあります。
これは市営のものです。

総合医療センターと福祉医
療センター東松戸病院を合
わせた収支です。

下水道は市内全域のもので
す。

企業会計

※実質赤字比率、連結実質赤字比率および資金不足比率は、各会計とも黒字であり、算定の基礎である赤
字額および資金不足額が生じないため「－％」で表示しています。

●健全化判断比率
指標名 算定結果 早期健全化基準

財政再生
基準

実質赤字比率 － % 11.25% 20.00%
連結実質赤字比率 － % 16.25% 30.00%
実質公債費比率 1.0% 25.0%   35.0%
将来負担比率 2.4% 350.0%

●資金不足比率
特別会計・企業会計の名称 算定結果 経営健全化

基準
公設地方卸売市場事業 － %

20.0%水道事業 － %
病院事業 － %

下水道事業 － %

2019（令和元）年度予算執行状況 上半期（4月1日～9月30日）の予算執行状況について公表します

市有財産の現在高

地方債の現在高  

2019（令和元）年9月30日現在

2019（令和元）年9月30日現在=
1,920 億 4,254万円

●財政調整基金　他26基金
　312億9,075万5千円
●有価証券および出資による権利
　 22億1,075万2千円
●土地および建物
　土地＝3,266,561.31㎡
　建物＝    880,241.99㎡
●車両
　総台数395台

●一般会計　＝1,158億6,453万円
●企業会計　＝   761億7,801万円
●一時借入金＝なし

●一般会計・歳入
科目 予算現額 収入率
市税 689 億 5,000 万円 57.2%

地方交付税 67 億 5,624 万円 71.3%
国庫支出金 331 億 9,771 万円 38.7%

市債 119 億 7,540 万円 0.0%
県支出金など 372 億 1,604 万円 42.5%

合計 1,580 億 9,539 万円 46.1%
繰越分 11 億 2,053 万円 24.9%

●一般会計・歳出
科目 予算現額 執行率

総務費 112 億 7,001 万円 39.4%
民生費 824 億 6,423 万円 41.8%
衛生費 175 億 7,578 万円 41.1%
土木費 144 億 4,459 万円 30.7%
教育費 134 億 3,399 万円 35.2%
公債費 107 億 9,940 万円 44.4%

消防費など 81 億　739 万円 43.6%
合計 1,580 億 9,539 万円 40.2%

繰越分 11 億 2,053 万円 20.4%

区分 1世帯当たり 1人当たり
市民税 15 万 2,960 円 7 万 3,353 円

固定資産税 10 万 1,763 円 4 万 8,801 円
都市計画税 1 万 7,440 円 8,363 円

その他 1 万 7,655 円 8,467 円
合計 28 万 9,818 円 13 万 8,984 円

※ 2019（平成31）年3月31日現在の
　 人口・世帯数で算出。

●住民負担状況

民生費 
◦民間保育所の整備に…
　11億1,143万円
衛生費
◦各種予防接種に…
　11億6,671万円 
土木費 
◦道路改良に…
　12億9,490万円 
教育費	
◦小中学校の施設維持管理に…
　18億1,540万円

● 2018（平成30）年度に行った
　主な事業
　（金額は予算執行額）

●一般会計から特別・企業会計への繰出金の状況
款 繰出先の会計名 2019（令和元）年度予算額 2018（平成30）年度決算額

民生費
国民健康保険特別会計 28 億 2,098 万円 28 億 7,028 万円

介護保険特別会計 56 億 5,838 万円 52 億 6,256 万円
後期高齢者医療特別会計 9 億 4,391 万円 8 億 9,637 万円

衛生費 水道事業会計 3,927 万円 5,299 万円
病院事業会計 34 億 1,523 万円 30 億 6,775 万円

土木費 下水道事業会計 33 億円　　　　　 32 億 6,126 万円
商工費 公設地方卸売市場事業特別会計 6,140 万円 5,741 万円

合計 162 億 3,917 万円 154 億 6,862 万円

　市では、皆さんに負担していただいた税金や、国・県からの支出金、市債など（歳入）がどのように使われたのか（歳出）
を知っていただくため、皆さんに市の家計簿ともいうべき財政事情を定期的に公表しています。市の財政事情をご理解
いただき、市政へのご協力をお願いします。　※詳細は市ホームページをご覧ください。　　　 財政課☎366−7076

健全化判断比率等
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 商工振興課短期アルバイト募集
期間 1/9㈭～ 3/13㈮各9時45分～15時

（週4日）勤務場所 同課 受け付け・電話
応対・パソコン入力ができる人募集人数
10人時給 930円（別途交通費支給） 同
課（☎711－6377）に電話連絡の上、履歴
書（写真貼付）を持参（提出の際に面談あり）

子育て情報サイト「まつどDE子育て」にバ
ナー広告を掲載しませんか
料金 月3,000円　※詳細
は市ホームページで 子
ども政策課☎ 704－4007
 

講座・講演・催し

明るい社会づくりポスターコンクール
入賞作品を展示します
11/18㈪～29㈮各8時30分～17時（初

日は10時から、最終日は15時まで） 市
役所 1階連絡通路 明るい社会づくり運
動松戸協議会☎365－ 7389

来て・見て・触れて　やっぱり福祉！
まるごとフェスタ（求職イベント）
11/20㈬12時30分～16時（受け付け

は15時30分まで） 松戸商工会議所（松
戸駅下車）参加企業 地域の福祉事業所 8
カ所 直接または電話でハローワーク松
戸人材サービスコーナー☎367－8609

（部門コード42#）へ

千葉県産酒フェア「千葉の寒
かんざけ

酒」
11/23㈷・24㈰ 各11時～17時 松戸

観光案内所（松戸駅下車）（一社）松戸市
観光協会☎ 703 －1100

オータムコンサート
11/24㈰ 13時～14時 新松戸市民セ

ンター 先着100人（小学 2年生以下は要
保護者同伴） 電話で同センター☎ 343
－6500へ

講演会「弁護士が語った！高齢者虐待っ
て何？虐待を見つけたらどうするの？」
11/26㈫ 14時～16時 市民会館 な

なつぼし法律事務所弁護士・神保正宏氏
先着150人 電話で本庁高齢者いきい

き安心センター☎ 363－ 6823へ

ヘルシー低塩料理教室
12/1㈰10時30分～13時30分 東部

市民センター 20歳以上 先着20人
800円 11/23㈷までに、電話で同セ

ンター ☎ 391－3701へ

ハーバリウム教室
12/3㈫ 13時 30分 ～15時 二十世紀

が丘市民センター 先着20人 500
円（別途材料費） 電 話で同センター ☎
392－7021へ

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

空調機改修工事のため、ゆうまつどの
一部施設の貸し出しを休止します
ホール12/1㈰ ～1/31㈮ 　多目的室1・2
2/1㈯～24㉁ 男女共同参画課☎364－
8783

12/12㈭から2月中旬まで、中央保健福
祉センターのエレベーターは改修工事の
ため使えません

　階段の使用が困難な人は事前にお問い合
わせください 健康推進課☎366－7485

小・中学校新入学通知書を郵送します
　入学式まで保管してください。国立・
県立・私立小・中学校に入学する場合は、
学校から交付される入学許可書または入
学承諾書の原本を学務課に提出してく
ださい（郵送可）発送予定日 11/22㈮　※
11/29㈮までに届かない場合はご連絡く
ださい 学務課☎366－7457

おやこDE広場八ケ崎がオープンしました
開催日㈪㈫㈭㈮ 9時 30分～16時 30分

（㈭は15時30分まで）所在地八ケ崎新町
会館（八ケ崎3の28の4） 同広場☎080
－3177－1746、子育て支援課☎366－
7347

子ども夢フォーラム表彰候補者募集
2019（令和元）年度にスポーツ大会や

コンクールなどで優秀な成績を収めた市
内在住の小・中学生を募集
します。詳細は市ホーム
ページで 締切日12/13㈮
子どもわかもの課☎ 366－
7464
 　
家族介護慰労金（10万円）を支給します
以下の全てに該当する人◦要介護4ま

たは5の高齢者と同居し、在宅で介護し
ている市民税非課税世帯◦要介護者が過
去1年間に介護保険のサービスを受けて
いない（ショートステイの利用は通算 7日
以内）◦要介護者の過去1年間の病院への
入院期間が通算90 日以内 電話で介護
保険課給付班 ☎366－7067へ

DVやストーカー被害について人権擁護委
員に相談できる「女性の人権ホットライン」
11/18㈪ ～ 22 ㈮ 各 8時 30分～

19時、11/23㈷・24㈰ 各10時～17時
ホットライン電話番号 ☎0570－070－810

11月はエコドライブ推進月間です
エコドライブを心掛けましょう
環境政策課☎ 366－ 7089

狩猟期間は、11/15から2/15までです
　狩猟者はマナーを守り、安全確保に努
めましょう 千葉県自然保護課☎043－
223－2972

農地転用等の許可申請受付期間を変更
します

　通常は毎月21日～25日（開庁日のみ）
ですが、令和元年12月は16日㈪ ～20日
㈮です。申請予定の人は、事前にご連
絡ください 農業委員会事務局☎366－
7387

松戸市安全・快適まちづくり協議会委
員を公募します
委嘱期間 2020（R2）/2/16 ～2022（R4）/
2/15 他の公募委員を務めていない市
内在住の20歳以上 3人以内（書類審
査あり）レポートのテーマ「マナーを守る
人の住むまちを実現するには」松戸市安
全で快適なまちづくり条例を読んで、
環境美化・環境浄化・防犯の観点から
800字程度で（住所・氏名・年齢・電話
番号を記載） 12/20㈮〔必着〕までに、
レポートを郵送またはEメール（件名「協
議会委員応募」）で、〒271－8588 松戸
市役所　市民安全課 mcanzen@city.
matsudo.chiba.jp（☎366－7285）へ

外国人日本語スピーチコンテスト出場
者募集
2/15㈯13時から 市民劇場テーマ

自由（時間は5分以内） 以下の全てに該
当する人◦市内または近隣在住・在勤・
在学◦本人・実父母共に日本国籍を持た
ない◦2020（R2）/1/31時点で在日期間
が通算5年未満の15歳以上◦同コンテス
トで入賞経験がない 1/9㈭〔必着〕まで
に、申込書（松戸市国際交流協会ホーム
ページでダウンロード可）とスピーチ原稿
を、直接または郵送・Eメールで、〒271
－0073松戸市小根本7の8
京葉ガスF松戸第2ビル5階
（公財）松戸市国際交流協
会 office@miea.or.jp（☎
366－7310）へ

11月から松戸駅西口～東京ディズニー
リゾート間を高速バスが運行中
所要時間 東京ディズニーシー約 40分東
京ディズニーランド約50分 運賃 900円

（2/15㈯まで800円）、小学生以下450円
（2/15㈯まで400円）、6歳未満膝上無料
※詳細は京成バスホームページで 交通
政策課☎704－3996

放課後児童クラブスタッフ募集
勤務場所 市内の各放課後児童クラブ（市
立小学校区ごとに設置）
※詳細は市ホームページで

子育て支援課☎ 366－
7347

2020（令和2）年度市立保育所給食材料
供給者募集説明会
11/29㈮ 市役所新館 9階会議室　

※詳細は11/22㈮までに要問い合わせ
保育課☎366－7351

お知らせ 松戸子育てカレッジ「子育て広場 おや
こで“ゆるりん”」
12/6㈮・9㈪・13㈮ 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

未就業看護師等再就業支援セミナー
12/11㈬10時～12時 ハローワーク松

戸 講義、交流会 eナースセンターに
登録している保健師・助産師・看護師・准
看護師 先着25人 12/5㈭までに、電
話で（公社）千葉県看護協会 ☎043－ 247
－6371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）。電
話 d

で

e詐欺撃退機器などを展示する他、移
動交番車で警察への手続きや相談など
もできます 12/13㈮ 10時～10時 30
分 川萩公園（三矢小台 5 の28 ） 先着
100人 市民安全課 ☎366－7285

国際交流パーティー（立食・催し物あり）
12/15㈰13時～16時 森のホール21

レセプションホール 日本人3,000円外
国人2,000円（会員・子ども料金あり。未
就学児無料） 先着300人 12/2㈪まで
に、直接申込書・現金を持参、または現
金書留で申込書・現金・返信用封筒（84円
切手を貼り、住所・氏名を記入）を〒271
－0073松戸市小根本 7の8京葉ガスF松
戸第 2ビル5階　　（公財）松戸
市国際交流協会（☎366－
7310）へ　※申込書は同協
会窓口または同協会ホーム
ページで
 

会議

環境審議会
11/19㈫10時30分から 市役所新館

5階市民サロン傍聴定員先着 5人（10時20
分まで受け付け） 環境政策課 ☎366－
7089

高齢者保健福祉推進会議
11/25㈪ 18時30分～20時30分 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） 高齢者支援
課☎ 366－7346

水道事業運営審議会
11/28㈭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

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

12月定例市議会開催予定 市議会事務局議事調査課
　☎366－7382

請願・陳情提出期限11月25日㈪12時
日程 会議予定（開議予定時刻=10時） 主な内容

12/4 ㈬ 招集日・本会議 議案の提案理由説明
5 ㈭

本会議 一般質問 6 ㈮
9 ㈪

10 ㈫
11 ㈬ 一般質問・議案質疑
13 ㈮ 総務財務常任委員会

議案等の審査16 ㈪ 健康福祉常任委員会
17 ㈫ 教育環境常任委員会
18 ㈬ 建設経済常任委員会
20 ㈮ 本会議 議案等の採決

聴覚障害者向け一般教養教室　要申込

会場ふれあい22　対象市内在住の聴覚障害者および中途難聴者とその家族
定員各先着40人　持ち物筆記用具　費用無料　※手話通訳・要約筆記あり。

11月25日㈪までに、FAXに住所・氏名・FAX番号・希望日程の番号（複数
申し込み可）を記入して、障害者福祉センター 383－7810（☎383－7111）へ

日程 時間 内容

①
12/ 1㈰

13:00～
15:00

手話の魅力（絵本読み聞かせを通して） 
講師NPOしゅわえもん・佐沢静枝氏

② 15:15～
17:15

障害者本人が LGBTだとわかったときの受け止め方 
講師ろう旅行家・塩野谷富彦氏

③  2/16㈰ 13:00～
15:00

手話で日本語の文法を学ぼう 
講師デンター手話教室代表・鈴木隆子氏

市ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

同協会ホームページ
同協会ホームページ
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門松作り
12月17日㈫10時 ～11時30分　講師松戸里やま応援団
「三

さ ん き

樹の会」　定員17人（抽選）　持ち物手袋、はさみ　費用1,000円
11月28日㈭〔必着〕までに、往復はがきに郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・

電話番号・講座を知ったきっかけ・返信用宛名を記入して、〒270－2225松戸
市東松戸1の17の1　東松戸ゆいの花公園管理センター（☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

）へ

東松戸ゆいの花公園の講座東松戸ゆいの花公園の講座 要申込

共通会場同公園マグノリアハウス

寄せ植えを楽しみましょう
12月8日㈰10時 ～ 12時　講師グリーンアドバイザー・
福岡美津江氏　定員先着12人　持ち物レジ袋（大1・中1）、
割り箸1膳、はさみ、土入れ（筒状のもの）、スコップ、
薄手の手袋、エプロンまたは手拭きタオル　費用2,600円

電話で同公園管理センター☎384－4
よ

1
い

8
は

7
な

へ

モス（苔）と木の実のクリスマスツリー
11月27日㈬10時30分～12時30分　講師フラワーアレ
ンジメント教室プチフルール代表・箕輪朱美氏　定員先
着15人　持ち物はさみ　費用2,500円

電話で同公園管理センター☎384－4
よ

1
い

8
は

7
な

へ

北小金駅周辺北小金駅周辺   11月16日㈯～1月8日㈬11月16日㈯～1月8日㈬
　（点灯式11月16日㈯16時30分から）　（点灯式11月16日㈯16時30分から）
黄金（KOGANE）黄金（KOGANE）イルミネーションイルミネーション
　北小金駅南口ロータリーに、高さ12mの「シンボルツ
リー」や地元の小・中学生が作った「光のオブジェ」を約
100基飾ります。12月7日㈯・8日㈰には、若手商店主
グループによる「黄金クリスマスマーケット」を開催します。

小金の街をよくする会・黄金イルミネーション実行委員会
　☎347－8001

北松戸駅周辺北松戸駅周辺    12月1日㈰～1月31日㈮12月1日㈰～1月31日㈮
スターダストロードプロジェクトスターダストロードプロジェクト
　北松戸駅東口ロータリーからメインストリートの街路灯
をLED イルミネーションで彩ります。県立松戸高校芸術
科とコラボレーションして制作したオブジェも必見です。

北松戸商店会☎362－7652

毎年恒例！松戸クリスマス大抽選会毎年恒例！松戸クリスマス大抽選会
　抽選はスクラッチカード。12月14日㈯から22日㈰まで、松戸
駅周辺の協賛店舗で買い物をすると金額に応じてカードがもらえ
ます（プラーレ松戸とアトレ松戸は21日㈯・22日㈰のみ配布）。
詳細は、各協賛店舗で配布するチラシやポスターを
ご覧ください。

松戸駅周辺松戸駅周辺   11月16日㈯～12月25日㈬11月16日㈯～12月25日㈬
（点灯式11月16日㈯17時30分から）（点灯式11月16日㈯17時30分から）
松戸クリスマスファンタジー2019松戸クリスマスファンタジー2019

松戸クリスマスファンタジー2019事務局☎080－3087－6809

新松戸駅新松戸駅周辺周辺   11月23日㈷～1月10日㈮11月23日㈷～1月10日㈮
　（点灯式11月23日㈷17時30分から）　（点灯式11月23日㈷17時30分から）
新松戸 光のフェスタ新松戸 光のフェスタ
“おかえりなさい新松戸”をテーマに、駅前をイルミネー
ションでライトアップ。11月23日㈷・30日㈯には新坂川
親水テラスを拠点にさまざまな鍋料理を堪能できる「大鍋ラリー」も。

新松戸光のフェスタ実行委員会☎344－0051

クリスマスイルミネーションクリスマスイルミネーション　
　西口デッキのコニファーガーデンに広がるブルーとシャンパン
ゴールドの光の波。皆さんの心に温かい光をともします。

市 民 会 館 プ ラ ネ タ リ ウ ム 室市 民 会 館 プ ラ ネ タ リ ウ ム 室

星空観望会「月と二
に じ ゅ う せ い

重星を見よう」 

★

12月7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）〕

電話で同館☎368－1237 へ

要申込

　100年以上前に作られた千葉大学園芸学部の西欧風庭園と、
与謝野晶子の歌碑を松戸シティガイドが案内します。
日程11月30日㈯、12月1日㈰　受付時間各9時45分～10時30分、
12時45分～13時30分　集合場所戸定邸玄関前　費用各200円　
※小雨決行、所要時間1時間程度。
（一社）松戸市観光協会松戸探検隊ひみつ堂☎727－7825

晩秋の紅葉の中をゆったり散策してみませんか
紅葉の回廊ツアー

戸定邸1867コンサート戸定邸1867コンサート

荒川洋氏 ビルマン聡平氏 松澤舞氏 吉鶴洋一氏

マルコス・ペレス・
ミランダ氏

弘田徹氏 菅沼希望氏 中里ゆきの氏 大山大輔氏

～明治維新で運命が激変した、
徳川昭武と渋沢栄一の物語を歌と演奏で～

ウインターイルミネーション2019ウインターイルミネーション2019ウインターイルミネーション2019ウインターイルミネーション2019

　「1867」の作曲家・荒川洋氏を含む新日本フィルメンバーたちと、ス
ペシャルゲストのオペラ歌手・大山大輔氏が出演する特別バージョン
のコンサートです。　※暖かい服装でお越しください。
　日時11月24日㈰　
1回目11時～11時40分、2回目13時～13時40分
会場戸定邸表座敷棟　
出演荒川洋氏（作曲・フルート）、ビルマン聡

そ う へ い

平氏（ヴァイオリン）、松澤
舞氏（ヴァイオリン）、吉鶴洋一氏（ヴィオラ）、マルコス・ペレス・ミ
ランダ氏（クラリネット）、弘田徹氏（チェロ）、菅沼希

の ぞ み

望氏（コントラバ
ス）、中里ゆきの氏（パーカッション）、大山大輔氏（ナレーション・歌）
曲目管弦劇『天の赦

ゆ る

すところ』より『宇和島序曲』、『歌劇1867～幻の
将軍～』抜粋版（荒川洋）他　費用戸定邸入館料（申し込み不要）

戸定歴史館☎362－2050
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　悪質商法への対策と、手口を見
破るポイントや撃退術を紹介するカ
レンダーです。
配布日程11月18日㈪から　
※なくなり次第終了。
配布場所市役所受付・地下守衛室
前、消費生活課、各支所・市民センター、行政サービスセンター

消費生活課☎366－7329

ちば電子申請
サービス

　創立100年以上の歴史を誇る千葉大学園芸学部。同
学部は、数々の叡智を築き上げながら「ふるさとまつど」
と関わりを持ってきました。市と同大学が連携した今回
のイベントでは、園芸専門学校設置から現在までの歴史
をひも解き、これからの展望について紹介します。講演
後、リニューアルされた同大学附属図書館とキャンパス
内の庭園も見学できます。
日時 12月14日㈯ 13時 30分～
16時（13時開場）　会場同大学同
学部100周年記念館戸定ヶ丘ホー
ル　講師同大学同学部長・小林
達明氏　定員先着50人程度　
費用無料

電話で市立図書館☎365－
5115へ

会場青少年会館　対象市内在住・在学　費用①②⑤⑥無料（①のみ
スティックを持っていない人は350 円）③④各 500 円

各締め切り日〔必着〕までに、直接窓口（はがき持参）またはちば電
子申請サービス・往復はがきに、教室名・住所・氏名（ふりがな）・性別・
学校名・学年・電話番号・返信用宛名を記入して、〒 270 － 0035
松戸市新松戸南 2 の 2　青少年会館（☎ 344－8556）へ　
※普通はがき・往復はがきは、1教室につき 1 枚必要。

要申込

人権講演と合唱のつどい
12月7日㈯13時10分～16時（12時40分開場）　
会場市民会館　内容ギニア大使館顧問・オスマン・サ
ンコン氏の講演「視力6.0が見た日本～外国人からみ
た日本と人権問題～」、中学生の合唱、中学生人権
作文コンテスト優秀作文賞受賞生徒の朗読　
定員先着1,000人　費用無料　
※一時保育あり（6カ月～小学2年生、先着8人、無料、11月22日㈮まで
に要申込）。　※手話通訳・要約筆記あり。

関連イベント  12月6日㈮
特設人権相談所
時間10時 ～12時、13時 ～15時　
会場千葉地方法務局松戸支局　費用無料
街頭啓発演奏会
時間10時30分～11時〔雨天中止〕　
会場松戸駅東口デッキ　内容市消防音楽隊の演奏　費用無料

あなたの人権は守られていますか？ 他人の人権を侵していませんか？
　困り事や心配事、子どものいじめ問題などでお悩みがありましたら、
遠慮なくご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。

◦千葉地方法務局松戸支局　 ☎363－6278
◦全国共通人権相談ダイヤル  ☎0570－003－110
◦女性の人権ホットライン　 　☎0570－070－810
◦子どもの人権110番　　　  ☎0120－007－110

行政経営課☎366－7311

オスマン・サンコン氏

   

コース 日程
スマホ入門 12/  3 ㈫
個人授業 12/11 ㈬
Windows10 12/12 ㈭
スマホ・アプリ 12/17 ㈫
Word 12/18 ㈬
LINE 12/24 ㈫

シルバー人材センターシルバー人材センタースマホ・パソコン教室スマホ・パソコン教室
要申込

時間9時30分～12時　
会場新松戸市民センター　
対象40歳以上　費用各3,000円

はがきまたはFAXに住所・氏名・年齢・電話
番号・希望コースを記入して、〒271－0043
松戸市旭町1の174　（公社）松戸市シルバー
人材センター　スマホ・パソコン教室係

330－5008（☎330－5005）へ

松戸地域職業訓練センター講座のお知らせ 要申込

定員先着①各5人②20人③15人　費用①各12,000円（会員事業所または団体会員メ
ンバーは各10,000円）②20,000円（会員事業所または団体会員メンバーは18,000
円）、別途テキスト代③4,000円、別途道具代・教材費
※①は開催日の7日前に申し込みが1人以下の場合は中止。
※受講費用の一部を助成する若年者職業訓練講座助成金制度の詳細は、電話で商
工振興課☎711－6377へ。

 費用を添えて、直接同センター（小金原1の19の3、☎349－3200）へ

講座名 日時

①

初めてのパソコン＆インターネット講座 12/16 ㈪ ～19 ㈭各13:30 ～ 16:30
Word を使った文書作成講座 12/  9 ㈪ ～12 ㈭各 9:30 ～ 12:30
Excel を使った表計算講座 12/23 ㈪～ 26 ㈭各 9:30 ～ 12:30

Excel 応用講座（Excel 経験者） 12/  7 ㈯  ・14 ㈯各  9:30 ～ 12:30
13:30 ～ 16:30

Excel 活用講座（Excel 経験者） 12/  9 ㈪ ～12 ㈭各13:30 ～16:30
PowerPoint 基礎講座（Word 経験者） 12/17 ㈫ ～20 ㈮各  9:30 ～ 12:30

Access 基礎講座（Excel の知識がある人）12/  5 ㈭  ・  6 ㈮各  9:30 ～ 12:30
13:30 ～ 16:30

② 日商簿記 3 級受験講座〔全 13 回〕 12/12～2/3の㈪㈭　9:30 ～ 12:30 
（12/30 ㈪、1/2 ㈭・13 ㈷を除く）

③ 切り絵講座〔全 4 回〕 12/10 ㈫・24 ㈫、1/7 ㈫・21 ㈫　
各13 時 ～16 時

、

、

小林達明氏

～考えよう相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～

12月4日㈬～10日㈫は人権週間です
みんなで築こう人権の世紀みんなで築こう人権の世紀

   

悪質商法・詐欺撃退カレンダーを悪質商法・詐欺撃退カレンダーを
無料配布します無料配布します

ふるさとまなび塾
「まつどの叡

え い ち

智を探る～千葉大学園芸学部の
歩みとふるさとまつど～」

あなたのお気に入りのあなたのお気に入りの
景観を教えてください景観を教えてください

　皆さんの身近に「お気に入りの場所」「大事にしたい場所」「とても気持ち
が安らぐ場所」などはありませんか？そんな場所の写真にコメントを添えて
ご紹介ください！

12月 13日㈮まで
に、郵送またはEメー
ルで写真（A4サイズ
までのプリントまたは
5MBまでのデジタル
データ）・住所・氏名・
電話番号・題名・撮影
場所・その写真を選
んだ理由（100文字以
内）を〒271－8588 
松戸市役所　都市計
画課景観・指導班、

mctoshikeikaku@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7372）へ
※応募は1人3点まで。応募作品は返却できません。　※応募作品は、市内
公共施設やイベントでの展示、市ホームページでの紹介などを予定していま
す。　※個人情報と応募作品は、景観に関する業務以外には使用しません。

「私が好きな松戸の景観スポット」写真と
コメントを募集します

『イヌマキの生垣がある風景』後藤勝美さん〔2018（平成30）年度〕

要申込

2019（令和元）年11月にリニューアルされた図書館
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教室名 日時 対象 定員（抽選）締め切り日

① ドラム入門教室
〔全10 回〕

12/15～2/23の日曜9:00
～12:00（12/29 を除く）
※ 2/29 ㈯の芸術祭で発表

小学 5 年～
高校生 10人 12/  2 ㈪

②
目指せ日本代表！
バドミントン教室

〔全 4 回〕
1/12 ㈰・19 ㈰、2/2 ㈰・
16 ㈰ 各14:00 ～ 16:00

小学 3 年～
6 年生 25人

12/17 ㈫
③ 冬の陶芸教室

〔全4回〕
1/12 ㈰・19 ㈰、2/9 ㈰・
23㈷各14:00 ～ 15:30
※ 2/29 ㈯の芸術祭で展示

小学 3 年～
中学生 15人

④ 落語名人になろう！
〔全6回〕

1/25 ～ 2/29 の土曜
10:00 ～ 11:30
※ 2/29 ㈯の芸術祭で発表

小・中学生 15人  1/  8 ㈬

⑤
デザイン書道～筆文字
アートに挑戦しよう！
～〔全2 回〕

2/1 ㈯・11㈷ 各 9:30 ～
11:30
※ 2/29 ㈯の芸術祭で展示

小学 2 年～
中学生 15人  1/15 ㈬

⑥
絵本で楽しく☆こども
哲学～絵本を通じて未知
の世界へ！～

3/14 ㈯ 10:00 ～ 11:30 小・中学生 15人   2/25 ㈫

冬の青少年教室冬の青少年教室



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。

●常盤平児童福祉館☎387－3320
水曜広場①4日㈬②11日㈬③18日㈬④25日㈬各
15時45分～16時30分　内容①オリジナルカレン
ダー作り②フラワーアレンジメント③すきやきゲー
ム④レジンでキーホルダー作り　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・クリスマス工作他
あそび広場①7日㈯②21日㈯③28日㈯各15時～
16時　内容①歌の広場②クリスマス工作③大掃
除をしよう　対象主に小学生
卓球広場14日㈯14時～15時30分　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 3日㈫・10日㈫
六実市民センター 4日㈬・11日㈬　八ケ崎市民センター
5日㈭・12日㈭　 稔台市民センター 6日㈮・13日
㈮　 時間各15時～16時30分　内容クリスマス工
作、お楽しみ会　対象主に小学生　

わくわく広場稔台市民センター 6日㈮・13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 7日㈯10時～12時　
対象小学生以上（要申込）
工作くらぶ 7日㈯13時～15時　内容色のアラベ
スク　対象小学生以上
ぞうさんのしっぽ9日㈪11時～11時30分　
内容歌と絵本　対象乳幼児と保護者
ひょうたんの会10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11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13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14日㈯10時～12時　対象小学
4年生以上（要申込）
クリスマス会お楽しみ会14日㈯13時～15時　
内容ゲーム大会とおやつ作り　対象小学生以上
おやこDE広場お楽しみ会18日㈬11時～12時　
内容クリスマス会　対象乳幼児と保護者

12月 （無料）

絵本はじめのいーっぽ27日㈮11時20分～11時
50分　内容読み聞かせ他　対象乳幼児と保護者
●六実こども館☎080－3507－3538
開館日時月・水曜14時30分～16時30分（2日・30日
を除く）、土・日曜10時30分～16時30分（29日を
除く）　内容科学館、まつぼっくりツリー作り、ク
リスマス装飾作り他　対象18歳未満と保護者
●野菊野こども館☎331－1144
おやこDE広場①4日㈬10時30分～11時30分②
13日㈮11時～11時30分　内容①あかちゃん♥
たいむ②読み聞かせ他　対象乳幼児と保護者
中高生タイム水・金曜17時～18時、土曜17時
～20時（7日を除く） 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
のぎっこひろば15日㈰10時30分～11時30分
内容野菊野団地自治会おもちつきに参加しよう！
対象乳幼児と保護者、小学生以上
●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）
クリスマスリースを作ろう！7日㈯・8日㈰各10時30
分～15時30分　対象18歳未満と保護者
持ち物リースにつけるリボンや飾り

健康教室（糖尿病）　
11月①20日㈬②27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あなたに迫る糖尿病～その治療の意味～②糖
尿病のお薬について知ろう～質問受け付けます～　講師同センター①医師
②薬剤師　費用無料
同センター栄養管理室☎712－2511（内線1091）

介護者のつどい
11月29日㈮13時30分～15時　会場馬橋東市民センター　定員先着30人
費用無料
電話で馬橋高齢者いきいき安心センター☎374－5533へ

認知症サポーター講座（六実六高台）　
12月6日㈮13時30分～15時　会場六実市民センター　対象市内在住・在
勤　定員先着40人　費用無料
電話で六実六高台高齢者いきいき安心センター☎383－0100へ

認知症サポーター講座（東松戸病院）
12月11日㈬14時30分～16時（14時開場）　会場同病院2階大会議室　
講師同病院・認知症看護認定看護師　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

要申込

要申込

要申込要申込

健康教室（チェアヨガ体験）
12月12日㈭10時～11時30分　会場新松戸市民センター　対象おおむね
60歳以上　定員先着20人　費用無料
電話で新松戸高齢者いきいき安心センター☎346－2500へ

認知症サポーター講座（明第2西）
12月19日㈭10時～11時30分　会場青少年会館樋野口分館　定員先着30人程
度　費用無料
12月10日㈫までに、電話で明第2西高齢者いきいき安心センター☎382

－5707へ

例年より早くインフルエンザにかかる人が増え始めています
　手洗い・うがい、マスクの着用、室内の乾燥防止などを心掛け、インフル
エンザにかからないようにしましょう。体力のない高齢者や乳幼児などは、
重症化しやすいので特に注意が必要です。
 インフルエンザの主な症状 
●関節痛などの全身症状●突然の高熱など
健康福祉政策課☎704－0055

　多くの方が、口の中にできる“口内炎”という炎症に悩まされたことがあ
るのではないでしょうか。“口内炎”とは、口の中の粘膜に起こる炎症の総
称で、さまざまな原因や種類があります。
　原因による分類は以下のとおりです。
カタル性口内炎・単純性口内炎…傷など物理的刺激によってできるもので
す。これは、誤って唇や頬をかんでしまったとき、矯正装置や入れ歯が当
たってしまったとき、口の中をやけどしてしまったときなどです。
アフタ性口内炎…原因は必ずしも明らかではありませんが、睡眠不足・疲
れ・ストレスなどで免疫力が低下したときにできるものです。一般的に多
く見られるのが、この種類の口内炎だといわれています。
ウイルス性口内炎…単純ヘルペスウイルスの感染による“ヘルペス性口内
炎”や、コクサッキーウイルス・エンテロウイルスなどの感染による“手足
口病”、コクサッキーウイルス感染による“ヘルパンギーナ”などが知られ
ています。

口内炎について
あなたの健康 210 その他…真菌（カビ）の一種であるカンジダ菌が原因で生じるものや、特定

の薬物・食べ物・金属が原因となり生じるものもあります。

　では、口内炎ができてしまったときは、どのように対処したらよいでしょ
うか。
　アフタ性口内炎やウイルス性口内炎などの場合は、通常1～ 2週間程度で
治るといわれています。口の中を清潔に保って細菌の増殖を防ぐことが大
切で、食後のブラッシングやこまめなうがいが重要です。また、患部を保
護することも有効です。軟

なんこう

膏や貼るタイプの薬もあり、傷の保護作用や修
復作用があります。さらに、栄養補給も重要です。ビタミンB群やビタミ
ンCなどには、組織の修復作用や細菌への抵抗力を高める効果があるので、
食事で不足しがちな栄養素はビタミン剤などで補給するようにしましょ
う。そして、睡眠不足・疲れ・ストレスは免疫力を低下させるため、十分
な睡眠・休養をとり、適度に気分転換することも効果的です。
　ただし、口内炎の痛みが強いときや、症状が長引いているときなど、気
になることがあれば、歯科医院の受診をお勧めします。

公益社団法人 松戸歯科医師会　  https://matsudo.cda.or.jp/

　料理レシピを紹介するサイト「クックパッド」
に、聖徳大学の学生が考えた若者向けの簡単
なレシピや、市の栄養士が考えた
健康的なレシピなどを多数掲載！
　松戸市の特産品を使ったレシピ
なども掲載予定です。普段の料理
にぜひご活用ください。
健康福祉政策課☎704－0055

クックパッド
松戸市

公式キッチン

クックパッドに松戸市公式キッチンを開設 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）12/10㈫ 9:00～11:30

☎361－2138
来所 12/10㈫13:30～15:00

思春期相談 12/24㈫ 13:30～15:30
精神保健福祉相談 12/ 5㈭・16㈪各14:00～16:00
酒害相談 12/19㈭ 14:00～16:30

エイズ
検査

即日検査 12/ 3㈫・17㈫各13:30～14:00

☎361－2139夜間検査 12/17㈫ 17:15～18:15
※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

まつど健康マイレージ付与…

要申込
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◆だいすき松戸！子どもフェスティバル
11/17㈰10時～15時30分 21世
紀の森と広場 段ボールでお城づくり
＆お城こわし他 小学生以下（保護者
同伴可） 先着1,000人 昼食、飲み物、
汚れてもよい服装 200円 同実行委
員会・小熊☎080－5086－4912
◆健康マージャン体験会
①11/19 ㈫・26 ㈫②11/20 ㈬・23

㈷・25㈪③11/28㈭各12時～17時④
11/22 ㈮ 11時～16時30分⑤ 11/29
㈮12時～16時 ①明②⑤稔台③新松
戸④五香各市民センター ⑤のみ初心
者 1日800円（⑤のみ1,000円） 電
話でNPO健康マージャンやまがクラブ・
徳光☎090－8583－1506へ
●『伊勢物語』42段を聞こう
11/20㈬10時～12時 市民会館
1,200円 まつ里会・浅山☎362－4564
●だれでもできる！やさしい詩吟教室
11/22 ㈮・29 ㈮ 各10 時～12時
明市民センター 筆記用具 電話で
松
しょうほうかい

鳳会・長谷川☎090－3046－4991へ
●認知症介護相談交流会
11/22㈮13時～15時 松戸市社会
福祉協議会 （公社）認知症の人と家族
の会松戸地区・尾崎☎343－8925

●一日体験プレーパーク
11/23㈷10時～14時 金ケ作自然
公園 お弁当、飲み物 100円 冒険
遊び場まつどあそぼうよ・岡戸☎04－
7176－9432
●浅草と墨田（東京都）の由来「山

さ ん や

谷」は
本来何と称すべきか
11/26 ㈫13時30分～16時30分

市民会館 1,000円 電話で古代史研
究会松戸 (葛飾塾)・櫛

く し だ

田☎070－6520
－2267へ
◆松戸のみどり再発見ツアー「紅葉の
名所八柱霊園とゆいの花公園で秋の
草花を楽しむ」
11/27㈬ 9時30分新京成八柱駅改
札口集合、12時30分現地解散〔雨天中止〕
飲み物、帽子 300円（小学生以下無

料） 当日集合場所で 緑のネットワー
ク・まつど・高橋☎090－2935－9444
●不用傘で雨のときに便利なポンチョ
やエコバッグ作り
11/28㈭9時～12時 市民会館 骨

を外した傘、裁縫道具 500円 11/23
㈷までに、電話でアースコン・マツド・
川上☎367－5231へ
●六

り く ぎ え ん

義園 小
こ い し か わ

石川植物園散策（文京区）
12/1㈰ 8時松戸駅東西連絡通路集

このコーナーは市民団体など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

合、14時30分東京メトロ千駄木駅解散
弁当、飲み物 400円（別途交通費・

入園料） 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）
●人形劇・おはなし・あそびの広場 in
新松戸
12/1㈰13時 30分～16時 青少年
会館 松戸子どもの文化連絡会・﨑野
☎703－9897
◆法廷傍聴会
12/5㈭ 9時～12時 千葉県弁護士
会松戸支部（松戸駅下車） 先着20人
11/22㈮ 9時から、電話で同支部☎
366－1211へ

●ガールスカウトと楽しむクリスマス会 
（ソング、ゲームなど）
12/1㈰14時～16時 青少年会館樋

野口分館 小学3年生以下の女児と保
護者 1人100円 電話でガールスカウ
ト千葉県第20団・池田☎090－8342
－2806へ
●健康体操教室（ストレッチ、リズム体
操など）
12/12㈭・19㈭各14時～15時30
分 東部スポーツパーク 各先着10人
各500円 電話で東部健康体操クラ

ブ・小澤☎392－3055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

●レタス会（男だけの料理同好会）
月1回10時～14時 市民会館

年6,000円 1,000円 服部☎349－
3138（夜間のみ）
●松戸あひる会（絵画研究）
㈫18時～21時 市民会館 月

3,000円 1,000円 中野☎090－
5315－0225

●東
とう ぶ か い

舞会（日本舞踊）
第1・2・3㈮17時 ～21時 馬橋

市民センター 浴衣、白足袋、扇 月
6,000円 青柳☎090－4955－3459
◆ナツメロ継唱会
第1・3・5㈫13時～17時 歌謡ス

タジオ歌
かれん

練（馬橋駅下車） 1回1,200円、
年1,000円 東

あずま

☎362－5345（午前のみ）

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。

◆11/23㈷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 11/17
㈰13:30から　

◆学芸員講演会③古墳時代の
渡来人と渡来文化
12/8㈰13:00～15:00　会場講
堂　定員先着80人　費用無料
◆博物館アワード作品展（小
学・中学・高校生作品等展示）
12/10㈫～22㈰各9:30～17:00
会場企画展示室　費用無料
◆古文書を読む（近世入門編）
〔全5回〕
1/11㈯・19㈰、2/8㈯・22㈯、
3/1㈰各14:00～16:00　会場
実習室　内容松戸に関わる江戸
時代の古文書の基礎　対象初心
者　定員30人（抽選、初めての
人優先）　費用無料　 12/11
㈬〔必着〕までに、同館ホーム
ページまたは往復はがき（1人
1枚）に、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、「1/11 古文
書を読む（入門編）」係へ
◆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

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）

12
月
ナショナルジオグラフィックビデオ
「大いなる自然の力 華麗なる宝石」（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

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）

12
月
日本人は何を食べてきたか？第4集
「京

きょうなまふ

生麩～日本の味・伝統食品～」（37分）

土日祝のキッズシアター
（土・日曜、祝・休日）
13:15
※11/17㈰、12/8㈰
を除く

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）

12
月
アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
「たわらの藤太」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。電話でパークセン
ターへ（9:00～17:00）

開館時間…9:00～16:00
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。

◆自然観察おもしろ講座「紅葉
のしくみ」
12/1㈰9:30～12:30　講師東
葛しぜん観察会　対象18歳以上
定員先着25人　費用無料
◆失敗しないカキの剪

せんてい

定
12/5 ㈭ 10:00 ～12:00　講師
千葉大学助教・三輪正幸氏　
定員先着50人　費用無料
◆クリスマスを楽しく彩る生花
のアレンジメント
12/7㈯13:30～15:30　講師（公
社）日本フラワーデザイナー協
会・吉田エリ子氏　定員先着24
人　費用2,500円
◆冬鳥を探しながら公園の散策
を楽しもう!!
12/8㈰10:00～11:30　講師自
然解説員・金子雅幸氏　定員先
着20人　費用無料
◆ソバ打ちに挑戦しよう！
12/14㈯13:30 ～15:30　講師
千葉手打ち蕎

そ ば

麦の会・佐藤俊司
氏　定員先着20人　費用500円
◆ワラで楽しく作るお正月飾り
12/15㈰10:00～12:30　講師
東葛しぜん観察会　定員先着20
人　費用500円　
◆植物ウオッチング「個性豊か
な実やタネたち」
12/21㈯10:00～11:30　講師
自然解説員・加藤裕一氏　定員
先着20人　費用無料
◆ミニ門松作り
12/22㈰13:30～15:30　講師

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・休日の場合は開
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
◆企画展「1867年万博使節団
の明治～サムライたちの選択～」
12/22㈰まで

戸定歴史館
☎362－2050

運動公園
☎363－9241

◆①チェアヨガ②骨盤ヨガ
①11/20～12/11の㈬②11/21
～12/12の㈭各14:00～14:50
会場武道館　対象18歳以上　定
員各先着15人　持ち物上履き
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。

◆創立 50周年記念創
そ う び か い

美会展
11/17㈰まで
本
ほんじょう

祥☎344－8258
◆松戸クロッキーの作品展
11/17㈰まで
細谷☎384－4736

◆あすなろ会洋画展
11/17㈰まで
鈴木☎707－8786

◆パステル会展
11/19㈫～24㈰
木
き な せ

名瀬☎309－0721
◆松戸絵画サークル展
11/19㈫～24㈰
遠藤☎710－7750

◆人あつまり展
11/20㈬～24㈰
岩﨑☎090－8444－3176

◆松戸地方特別支援教育連盟合
同作品展
11/26㈫～12/1㈰
教育研究所☎366－7461

◆日中水墨画研究会作品展
12/3㈫～8㈰
利根川☎367－6992

◆国
こ く が か い

画会千葉支部展
12/3㈫～8㈰
石原☎090－6511－1351

●スポレク祭（常盤平地区）
11/24 ㈰ 9:00～12:00　会場常
盤平第一小学校　内容グラウン
ド・ゴルフ、ソフトバレーボール
小暮☎090－4012－7686

●カローリング・ボッチャ・卓球教室
11/24㈰9:00～12:00　会場小
金南中学校　 堀☎344－1735
●カローリング教室
11/24㈰9:00～12:00　会場六
実市民センター　 伊藤☎090
－8027－8076
●ソフトバレーボール教室
12/1㈰9:00～11:00　会場常盤
平体育館　 浅野☎090－4012
－7686
●カローリング・ボッチャ教室
12/1㈰9:00～12:00　会場小金
小学校　 堀☎344－1735
●バドミントン大会（個人戦）
初心者12/13㈮中級者以上12/6
㈮各9:00～15:00　会場柿ノ木
台公園体育館　費用1ペア1,000
円　 11/29 ㈮までに、電話で
坂平☎366－3432へ

◆グループK展
12/10㈫～15㈰
二
に へ い

瓶☎349－0834
◆フォトサークルアイリス写真
展「無

む げ ん だ い

限題」
12/10㈫～15㈰
宮本☎388－7255

流山高校教諭・小松直木氏　
定員先着20人　費用500円

随時受け付け

●広報まつど　2019（令和元）年11月15日

7



（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活動報告

　今年度招へいした3人組のアーティスト・グループ「b
ビ

i-」は、8月にリサーチ滞在、
10月からは滞在制作を行いました。彼らの活動「b

ビ ・ パ ラ ダ イ ス

i-PARADISE」を紹介するイベ
ントを開催します。
bi-PARADISE 後夜祭
11月16 日㈯17 時 30 分～ 21時　会場PARADISE AIR

（本町15 の 4 ハマトモビル 5 階） 　費用無料
bi-PARADISE 記録上映会
12 月 8 日㈰ 18 時～20 時　会場元映画館（旭ビル2
階、JR三河島駅下車）　費用無料

　名札ケースなどに入れて使用できる「介護マーク」を
配布しています。
　介護していることが分からないと、偏見や誤解を受
けてしまうことがあります。そんなとき、介護をしてい
る人が「介護マーク」を身に付けることで、介護中であることを周囲に知っても
らうことができます。ぜひご活用ください。
活用例介護中であることを周囲にさりげなく知ってもらいたいときや、駅やサ
ービスエリアなどのトイレに付き添うときなど
配布場所高齢者支援課、介護保健課、各高齢者いきいき安心センター、市ホー
ムページ　※名札ケースは配布していません。

高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343、 366－0991

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

Here comes Iris!
 We are happy to announce that Matsudo City has recently welcomed 
a third CIR! As they say, the more the merrier, right? Today, I’m going to 
introduce our new CIR - Iris Tong, from Melbourne, Australia. Iris started 
working at the Matsudo International Exchange Association (MIEA) this 
August. The first impression I had about her was what a beautiful name 
she has! But that isn’t all; when I started talking with her and sharing 
thoughts, she impressed me nonstop.
 Iris was born in Shanghai, and she moved to Melbourne 10 years ago. 
After studying Japanese & Linguistics for 3 years at Melbourne University 
and serving 1 year as an exchange student at the Tokyo University of 
Foreign Studies, she continued pursuing her passion for languages and 
applied for a 2-year translation/interpretation course which is degisned 
for future simultanous interpreters at Monash University. In addition to 
her fluent Japanese, English and Chinese, she can also speak French, 
Korean, and is now learning German. I was very impressed by her 
academic record and her love for foreign languages.
 She told me that she wanted to utilize her language skills, cultural 
knowledge & experience acquired from years of studying to contribute 
to the operation of MIEA’s cultural exchange events, and to share those 
events to as many foreign Matsudo citizens as she can. Let’s keep an eye 
out for MIEA events and future activities of Iris!

松戸市へようこそアイリスさん（左）！

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、ハッ！
 Here comes Ha!

Discover Matsudo's many charms with CIR Le Ngan Ha
国際交流員レー・ガン・ハーが松戸の魅力を紹介します

熱を追い求め、オーストラリア・モナシュ大
学の同時通訳者向けの翻訳・通訳コースで2
年間勉強しました。流

りゅうちょう

暢な英語・日本語・中
国語に加え、フランス語・韓国語も話せて、現
在ドイツ語も勉強しています。私は彼女の学
歴と言語への愛に感動しました。
　彼女は高い言語能力と今まで習得した文化
に関する知識と経験を活

い

かし、MIEAの異文
化交流活動の運営に貢献し、さまざまなイベ
ントでできるだけたくさんの松戸市在住外国
人に発信したいと語りました。今後のMIEAの
イベントとアイリスさんの活躍をお楽しみに！

この頃は、アイリス！
　皆さん、ご存じですか？ 松戸市の国際交
流員（CIR）が 3人になりました。多ければ多
いほど楽しいでしょう？ 今回は、新しいCIR、
オーストラリア・メルボルンから来たアイリス
さんを紹介します。彼女は、今年 8 月から松
戸市国際交流協会（M

み ぃ あ

IEA）に任用され、CIRと
して活躍しています。最初に彼女の名前を聞
いたとき、とても素

す て き

敵な名前だと思いました。
そして、話せば話すほど、彼女にはいつも驚
かされます。
　アイリスさんは上海で生まれ、10年ほど前
にメルボルンに引っ越しました。メルボルン
大学で日本語と言語学を3年間学び、東京外
国語大学へ1年間の交換留学後、言語への情

介護マークをご活用ください

笑顔の花を
咲かせ続ける

大道芸人 K
か や

AYA さん

あっという間に何重もの人の輪が（松戸まつりにて）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文字以内・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2月生
四人兄姉の末っ子でお外で遊
ぶことが大好きなおてんば娘。
兄姉仲良く、元気いっぱい大き
くなってね♪

2018（平成30）年12月生
生まれてきてくれて、ありがと
う！一緒に成長しようね！

幸せアルバム

2018（平成30）年9月生
無事に生まれてくれてあり
がとう！
ふたりのお兄ちゃんと元気
に育ってね！

伊い
と
う藤
綺き

こ香
ち
ゃ
ん

透
と う ま

真ちゃん

愛あ
や
の乃

ち
ゃ
ん

　青空をバックに、カラフルなスティックが宙を舞う。2本、3本、4本…つ
いには5本。歓声・拍手・笑顔。その中心にいるのは大道芸人・KAYAさ
んです。バルーンアートやジャグリングの技だけでなく、巧みな話術でも
観客を引き込んでいきます。一度見始めたら離れられないその演技。歓声
が上がるたびに人の輪がどんどん大きくなります。
　小学生の頃、ジャグリングを始めました。「最初は、新しい技や難しい
技ができるようになるのがただただ楽しくて。自分が楽しむために続けて
いました」。その後、もともと演劇や落語などの舞台が好きだったこともあ
り、次第に自分の技・演技を見せたいと思うように。「人に見せるとなる
と、技を極めればよかった頃とは、全く違う練習が必要になります。劇団
に入って見せ方を学びました」と語るKAYAさんの演技は、指先まで考え
抜かれた繊細な動きで見る人を魅了します。
　全国のパフォーマーがその腕を競った「大道芸コロシアム2017」で優
勝を飾った他、数々の大会や舞台、最近ではテレビドラマへの出演など、
忙しい日々を送るKAYAさんですが、地元・松戸での活動も大切にしてい
ます。「松戸出身であることが縁で呼んでもらったこともあります。そうい
う地元のつながりはとてもうれしいですね」と、地域の祭りやイベントにも
よく出演しています。母校の小金北小学校での交流会では、夢を追うこと
の大切さを子どもたちに伝えました。「常に夢を追い続けたから、今の自
分があります。『大道芸ワールドカップ』への出場が今の夢ですね」と、こ
れからも夢を追いながら、見る人に笑顔の花を咲かせ続けます。

KAYAさんの出演予定は、ホームページ https://www.kayajug.com/で。
※12月7日㈯の馬橋東市民センターまつりにも出演予定です。

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

2019.11.15
（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。


