
	

東京2020
オリンピック・パラリンピック

盛り上げよう！！
を

オリンピック・パラリンピック
教育推進校（ 面参照）に
指定されている第五中学校の
生徒の皆さん、同校出身で
車いすバスケットボールの
湯
ゆ あ さ

浅剛
つよし

選手（中央右）、本郷谷市長

1/1
2020（令和2）年

明けましておめでとうございます
　本年が市民の皆様にとって、健やかで穏やかな1年となりますようお祈り
申し上げます。
　昨年は、松戸市出身でプロ野球・福岡ソフトバンクホークスの高

たかはし

橋礼
れい

選手が
新人王を受賞した他、大相撲・佐

さ ど が た け

渡ヶ嶽部屋の琴
こ と の わ か

ノ若関が十両に昇進し、58
年ぶりに松戸市出身の関取が誕生しました。また、大型商業施設「キテミテマ
ツド」と「テラスモール松戸」が開業し、松戸の街に新たな賑

にぎ

わいが生まれるな
ど明るい話題がありました。その一方で、台風や豪雨による災害に見舞われた
年でもありました。今後も、台風や首都直下型地震などの災害がいつ発生す
るか分かりません。市民の皆様の生命・身体・財産を守るため、防災対策を
より一層強化してまいります。
　市政では、「共働き子育てしやすい街ランキング2019」の全国編（東京を除く）
で2017年に次いで2度目となる1位を受賞し、子育て支援で高い評価を得ま
した。今後も松戸市の最重要政策として「子どもにとってやさしい」まちづくり
に取り組んでまいります。また、松戸市の代名詞ともいえる「すぐやる課」が
発足50周年を迎えました。行政を担う者として、市民の皆様のご要望に迅速
に対応する「すぐやる精神」を今後も引き継いでまいります。

　さて、本年は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され
ます。松戸市はルーマニアとドミニカ共和国のホストタウンとして、事前キャン
プや文化交流により両国の方々をおもてなしする他、オリンピック聖火リレー
では、前回の東京1964大会では通過することがなかったオリンピック聖火が
松戸市を通過し、県内最終聖火ランナーの到着を祝う式典を松戸中央公園で
行うことになっています。また、東京2020大会への出場が内定している女子
レスリングの皆

み な が わ

川博
ひ ろ え

恵選手の他、松戸市ゆかりの選手を市民の皆様と共に応
援し、東京2020大会を盛り上げ、感動を分かち合いたいと思います。
　高齢化が進む社会において、「高齢者にやさしい」まちづくりはますます重要
になります。今後も町会・自治会や地域包括支援センター、社会福祉協議会、
民生委員・児童委員、NPOや民間事業者の方々などが共に支え合い、助け合
いながら地域の課題や困りごとを解決できる「地域共生社会」の実現に向けた
取り組みをさらに進めてまいります。
　松戸市の人口は49万8千人を超え、本年中に50万人に達することが見込ま
れます。本年も松戸市がさらに発展するよう、市政運営に全力で取り組んでま
いりますので、市民の皆様のご協力をお願いいたします。
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●保育課の職員（パートタイム）を募集
●新春恒例！ 松戸市消防出初式
●特集「東京2020オリンピック・パラリンピック」
●新春クロスワードパズル＆プレゼント
●松戸市ふるさと応援大使を委嘱しました



受験案内書配布方法市ホームページまたは保育課・各市立保育所・各支所・ゆうまつど・ハローワーク松戸で
採用期間2020（令和2）年4月1日～2021（令和3）年3月31日　勤務場所市役所、市立保育所（17カ所）他
試験日2月9日㈰　試験会場市役所　受験資格①④⑤有資格者または2020（令和2）年3月31日までに資格取得見込みの人
⑥保育士または幼稚園教諭のいずれかの有資格者で子育て関連施設での就労経験がある人⑦都道府県が実施する子育て
支援員研修地域子育て支援コース「利用者支援事業基本型」を修了した人　
1月26日㈰〔消印有効〕までに、郵送で保育課管理係（☎366－7351）へ

職種 募集
人数 時給 1週間の

勤務日数 勤務時間
雇用保険
健康保険
厚生年金

賞与

①保育士 50人 1,270円

1日 土曜8:30～18:15のうち7時間（別途休憩時間45分あり） × ×

3日～5日

平日8:30～17:00のうち7時間
土曜8:30～18:15のうち7時間
（いずれも別途休憩時間45分あり）

〇 〇

平日15:00～19:15のうち4時間
土曜12:00～18:15のうち4時間

〇
（週5日勤務の

場合）

〇
（週15時間30分
以上勤務の場合）

5日 平日10:00～14:00のうち3時間 × ×

②保育従事職員 60人 1,090円 3日～5日

平日（1日2回、計4時間）
  6:45～10:00のうち1時間～2時間15分
15:00～19:15のうち1時間45分～3時間
土曜（1日1回または2回、計4時間）
  6:45～10:00のうち2時間15分以内
12:00～18:15のうち1時間45分～4時間

〇
（週5日勤務の

場合）
〇

（週15時間30分
以上勤務の場合）平日（1日2回、計6時間）

  6:45～10:00のうち2時間～3時間
15:00～19:15のうち3時間～4時間
土曜（1日2回、計6時間）
  6:45～10:00のうち1時間～3時間
12:00～18:15のうち3時間～5時間

〇
（週4日・5日
勤務の場合）

平日（1日1回、3時間）
  6:45～10:00、または15:00～19:15 のうち3時間
土曜（1日1回、3時間）
  6:45～10:00、または12:00～18:15 のうち3時間

× ×

③保育所事務員 17人    930円 5日 平日9:00～15:15のうち5時間30分（別途休憩時間45分あり） 〇 〇

④保育所看護師 1人 1,590円 5日 平日9:00～16:00のうち6時間15分（別途休憩時間45分あり）
土曜9:00～12:30の3時間30分 〇 〇

⑤医療的ケア看護師 2人 1,590円 5日 平日7:00～19:00のうち6時間15分（別途休憩時間45分あり） 〇 〇
⑥保育サービス利用支援
　相談員 6人 1,460円 3日 平日9:00～15:45のうち6時間（別途休憩時間45分あり） × 〇

おやこD
で

E広場
北松戸

⑦コーディ
　ネーター 3人 1,270円 3日

平日10:00～16:00のうち5時間15分
土曜10:00～15:00のうち4時間15分
（いずれも別途休憩時間45分あり）

× ×

⑧スタッフ 1人 1,090円 3日
平日10:00～16:00のうち5時間15分
土曜10:00～15:00のうち4時間15分
（いずれも別途休憩時間45分あり）

保育課の会計年度任用職員（パートタイム）を募集保育課の会計年度任用職員（パートタイム）を募集

案の公表日と公表方法1月①6日㈪②③7日㈫から、市ホームページへの掲載、行政資料センター・
各支所・図書館（本館・各分館）・まつど市民活動サポートセンター・①高齢者支援課地域包括ケア
推進担当室②子ども政策課での閲覧　意見の提出期間と方法2月①4日㈫②6日㈭③5日㈬〔消印
有効〕までに、書面に住所・氏名・表題を記入して、持参（各支所可）または郵送・FAX・Eメール・
市ホームページ専用フォームのいずれかで、〒271－8588松戸市役所①高齢者支援課地域包括
ケア推進担当室 366－0991、 mckaigoyobou@city.matsudo.chiba.jp（☎
366－7343）②子ども政策課 365－1009、 mckodomossk@city.matsudo.
chiba.jp（☎704－4007）、③〒271－0092松戸市松戸2060松戸市立図書館
361－3770、 mctoshokan@city.matsudo.chiba.jp（☎365－5115）へ
※意見に対する個別回答は行いません。

①松戸市虐待防止条例（案）
②第2期松戸市子ども総合計画（案）
③松戸市子どもの読書活動推進計画（案）

パブリックコメント
（意見募集）手続きを
実施します

会場消防訓練センター　内容粋なはんてん姿のは
しご乗り、消防音楽隊とピンクダイヤモンズの共
演、幼年消防クラブ員のマーチング、消防局・消防
団による消防演習　※手話通訳・要約筆記あり。
※雨天時は式典のみを消防局講堂で行います。　
※会場付近の住民の皆さんにはご迷惑をお掛けし
ますが、ご理解とご協力をお願いします。
※公共交通機関をご利用ください。　
問消防総務課☎363－1116

　東日本大震災時に、17日間にわたり指定避難所の責
任者として尽力し、その後防災応援プロジェクトを立ち
上げた吉田亮一氏が、地域防災の重要性や日頃の防災
対策などについて講演します。
日時1月10日㈮14時～16時　会場市民会館　
講師YY防災ネット代表・吉田亮一氏　費用無料　
※手話通訳・要約筆記あり。
 当日会場で
 問危機管理課☎366－7309、 mckikikanri@city.matsudo.chiba.jp

 松戸市消防出初式 防災
講演会

私たちは忘れない！私たちは忘れない！
あの時の大震災をあの時の大震災を

～地域防災活動とは　東日本大震災、あの日あの時～1月12日㈰ 10時から
（演技は11時から）

吉田亮一氏

※詳細は受験案内書をご覧ください。　※時給は2019（令和元）年度の額です。給与改定などにより変更となる場合があります。　

新春新春恒恒例例

市ホームページ
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●広報まつど　2020（令和2）年1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。松戸市プレミアム付商品券購入引換券の申請期限は1月20日㈪です。お早めに申請してください。　問松戸市プレミアム付商品券コールセンター☎711－5580



児童扶養手当の支給回数が年6回に変わります

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

市民会館ホール棟は屋外避難階段改修
工事のため、1/14㈫から3/13㈮まで
利用できません
　会議棟は工事期間中でも予約・利用で
きます 同館☎368－1237

未婚の児童扶養手当受給者に対する
臨時・特例給付金を支給します
2019（R1）/10/31時点で、これまでに

法律婚をしたことがない11月分の児童扶
養手当の受給者支給額17,500円（1回限
り）支給時期1/10㈮ 子育て支援課児童
給付担当室☎366－3127

ユナイテッド・シネマ　テラスモール松戸
「抱っこd

で

eシネマ」チケットプレゼント
　赤ちゃんと一緒に鑑賞できる特別上
映（6/30㈫まで）に招待します 市内在
住・在勤の、3歳未満の子どもの保護者
1/20㈪〔消印有効〕までに、はがきに

郵便番号・住所・氏名・子どもの年齢・
1月のキーワード「ユナイテッド・シネマ」
を記入して、〒105－0021東京都港区
東新橋2の16の1ルーシスビル　㈱シネ
ブリッジ「抱っこdeシネマ
チケットプレゼント係」へ
※市ホームページをご確認
の上お申し込みください
子ども政策課☎704－4007

2019（R1）/10/1から、千葉県最低賃金
が1時間当たり28円引き上げられ、923
円になりました
千葉労働局労働基準部賃金室☎043－

221－2328

戸定邸で新成人の記念撮影ができます
　今年成人を迎える人は、戸定邸内で
各自持参のカメラによる撮影ができます
※営業目的の撮影、三脚・自撮り棒など
の使用、長尺の品物の持ち込みは不可
※新成人の記念撮影では、庭園公開日以
外の日にも庭園に下りて撮影できます
戸定邸入館料（新成人は無料） 戸定

歴史館☎362－2050

優良建設工事を表彰しました
　2018（H30）年度に完成した建設工事
の中で特に優良と認められた4件（土木工
事1件、建築工事2件、電気工事1件）を
表彰しました。表彰された工事は、現場
周辺への安全対策、周辺住民や交通への
環境対策、綿密な施工管理が評価されま
した 技術管理課☎366－7308

文化ホール（展示）の使用受け付け
1/8㈬ 10時 30分から 同ホール

使用期間 4月～6月 使用料、社会教育関
係団体登録証（該当団体のみ） 生涯学
習推進課☎367－7810

1月の松戸競輪開催日程
本場開催 5㈰～7㈫（FⅡナイター）場外開催
4㈯～7㈫立川記念（GⅢ）、10㈮～13㈷
和歌山記念（GⅢ）、16㈭～19㈰大宮記
念（GⅢ）、23㈭～26㈰いわき平記念（G
Ⅲ）、24㈮～26㈰小倉（FⅠナイター）、30
㈭～2/2㈰高松記念（GⅢ） 公営競技事
務所☎362－2181

講座・講演・催し

ふれあい教室「朗読をきくかい」
1/8㈬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

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ」
1/9㈭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

千葉県動物愛護センター譲渡会
1/9㈭、2/6㈭、3/14㈯各13時30分

～15時 同センター東葛飾支所（柏市）
※犬のしつけ方教室や飼い主さがしの
会、愛猫教室なども開催 同支所☎04
－7191－0050

再生自転車（防犯登録付き）の販売
1/11㈯9時～12時（8時30分から整

理券配布） シニア交流センター販売台数
約30台価格5,000円～12,000円 （公
社）松戸市シルバー人材センター☎330－
5005

住宅リフォーム①相談②市民講座
1/11㈯①10時～13時、14時～16時②

13時～14時 馬橋市民センター 松戸住
宅リフォーム相談員協議会☎365－5252

松戸市福祉大会
1/12㈰13時～16時 市民会館 福

祉功労の表彰状・感謝状贈呈式、第一中
学校吹奏楽部の演奏　※手話通訳・要約
筆記あり （社福）松戸市社会福祉協議会
☎368－0503、 368－0203

シティー・ミニコンサート～ヴァイオリ
ンとヴィオラの魅力を奏でる二重奏の
世界～
1/15㈬12時15分～12時45分（11時

30分開場） 市議会議場曲目ヴァイオリ
ンとヴィオラのためのソナタ ト長調K.423
（モーツァルト）他演奏者坂本真理氏（ヴァ
イオリン）、冨岡怜子氏（ヴィオラ） 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）

さわやかヨガ教室
1/16㈭・23㈭・30㈭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

古民家「旧齋藤邸」造形講座～東照宮の
魅力・仏像の見分け方を学ぼう！～
1/16㈭10時30分～15時 同邸（紙

敷588） 日本画家・泉晴
せいこう

行氏 先着30
人 昼食、飲み物 1/9㈭までに、電話
で社会教育課☎366－7462へ

野鳥観察会（国分川）
1/18㈯8時15分松戸駅東口デッキ上

集合、11時30分ごろ現地解散〔雨天時
は集合場所で開催可否を決定〕 筆記用
具・観察用具など 100円（別途交通費）
当日集合場所で （公財）松戸みどりと

花の基金☎710－2851

東葛飾地方家庭科、技術・家庭科作品展
1/18㈯・19㈰各9時30分～16時30分
流山市生涯学習センター 東葛飾地域

の小・中学校の児童・生徒が授業やクラ
ブ活動などで制作した作品の展示 指導
課☎366－7458

矢切の街歩きと「矢切ねぎ」収穫
1/18㈯10時北総線矢切駅前広場集

合、12時30分解散〔小雨決行〕 先着25
人 ねぎを入れる袋 1,200円 1/11
㈯〔必着〕までに、往復はがきに住所・氏
名（ふりがな）・電話番号・返信用宛名を記
入して、〒271－0092松戸市松戸1874
（一社）松戸市観光協会松戸探検隊ひみつ
堂「矢切ねぎ係」（☎727－7825、㈪を除
く10時～17時）へ

千葉県産酒フェア「千葉のしぼりたて」
1/18㈯・19㈰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

LIVEコンサート「土曜の午後のJAZZ
クラブ」
1/18㈯14時～16時 六実市民セン

ター 20歳以上 180人 1,500円（前
売り1,300円） 同センター☎385－
0116

ふれあいサービス基礎研修・訪問型
元気応援サービス実務者研修〔全3回〕
1/21㈫・28㈫、2/4㈫各9時～16時

30分 松戸市社会福祉協議会 全日程
参加できる市内在住・在勤の20歳以上
先着30人 電話で同協議会ふれあい

サービス☎368－2941へ

松戸市小中学校書初展
1/22㈬～26㈰各10時～18時 文化

ホール 指導課☎366－7458

経営者講習会「野
や じ ん

人講演」～岡野流“あき
らめない生き方”のすすめ～
1/23㈭19時～21時 森のホール21
ガイナーレ鳥取代表取締役GM・岡野

雅行氏 先着250人 Eメールまたは
FAXに住所・氏名・電話番号を記入して、
松戸商工会議所「野人講演無料講演会担
当」 yeg@matsudo-cci.com、 365
－0150（☎364－3111）へ 商工振興
課☎711－6377

子ども向けプログラミング教室「コー
ダー道場まつど」
1/25㈯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（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

松戸スタートアップオフィス起業・創業
セミナー「ズレた起業家が小さな会社
で自由に働いて大きな仕事をしてきた
はなし」
1/26㈰15時～16時30分（14時30分

開場） 同オフィス ㈱N
ニ ュ ー ユ ー ス

EWYOUTH
代表取締役・若

わかしん

新雄
ゆうじゅん

純氏 先着30人
Eメールまたはホームペー
ジで同オフィス offi  ce@
matsudostartup.jpへ
商工振興課企業立地担当室
☎711－6377

市民活動パソコンスキルUPシリーズ
「活動のPRができる！自分のパソコン
でオリジナル名刺づくり」
1/30㈭18時～20時30分 まつど市

民活動サポートセンター ぱそこん119・
鈴木昭氏 先着9人 ノートパソコン
電話またはEメールで同センター☎365－
5522、 hai_saposen@matsudo-sc.
comへ

笑って学べる！はじめての成年後見講座
2/9㈰13時～16時 千葉市生涯学習

センター 先着300人 2/3㈪までに、
FAXまたはEメールで千葉県後見支援セ
ンター 043－204－6013、 smile@
chibakenshakyo.com（☎043－204－
6012）へ

会議

教育委員会会議
1/9㈭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

都市公園整備活用推進委員会
1/17㈮14時～16時 市役所新館5

階市民サロン傍聴定員先着5人（13時30
分から受け付け） 公園緑地課計画班☎
366－7380、21世紀の森と広場管理事
務所☎345－8900

住生活基本計画懇談会
1/22㈬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

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1月10日㈮・24日㈮・29日㈬　小児脳神経外科1月31日㈮　
問同センター☎712－2511（代表）

がん患者・家族「集いの場」要申込
1月22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

　これまで年3回だった支給回数が、1月期（11月・12月分）から年6回
（奇数月）に変わります。1月期分は、1月10日㈮以降に受給者の指定口
座に振り込みます。
問子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

Code for Matsudo
ホームページ

同オフィス
ホームページ

市ホームページ
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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



東京2020オリンピック聖火リレー

東京2020オリンピック聖火リレー

東京2020パラリンピック聖火リレー
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主な日程
3月12日㈭	 ギリシャ古代オリンピア市聖火採火式
3月20日㈷	 宮城県の航空自衛隊松島基地に到着
3月26日㈭	 福島県の「ナショナルトレーニングセンター	Jヴィレッジ」から聖火
 リレーがスタート
7月2日㈭～4日㈯	 千葉県通過期間

主な日程
8月13日㈭～17日㈪	 競技が開催される4都県（静岡県・千葉県・埼玉県・東京都）

以外の43道府県で採火を実施
8月18日㈫～21日㈮	 競技開催地である静岡県・千葉県・埼玉県で、採火式・その火

を展示して回る「聖火ビジット（任意）」・聖火リレーを実施。
東京都でも採火後、聖火リレーを実施

 8月19日㈬千葉県の聖火フェスティバル
	 県内全ての市町村で採火式を行った後、その火を市原市に

集めて千葉県の火が誕生。競技開催地の千葉市で聖火リレー
を行い、東京都に火が送り出されます

8月21日㈮	 日本全国から集まった火が一つの炎に統合される「集火」が
東京都で行われ、東京2020パラリンピック聖火が誕生

8月22日㈯～25日㈫	 東京都で開催都市として聖火リレー実施

　大会の約4カ月前に、古代オリンピッ
ク発祥の地であるギリシャ・オリンピア
市にあるヘラ神殿跡で採火されるオリ
ンピック聖火。その火は、聖火ランナー
たちによって日本全国を121日（移動日
を含む）かけて巡り、開会式当日にメイ
ンスタジアムの聖火台に点火され、大
会が終わるまで灯

と も

し続けられます。

1日目  7月2日㈭
❶木更津市❷君津市・富津市❸南房総市
❹いすみ市・一宮町❺匝瑳市❻山武市

2日目  7月3日㈮	
❼銚子市❽旭市❾香取市
10芝山町・成田市 11習志野市・千葉市

3日目  7月4日㈯	
12浦安市 13船橋市 14鎌ケ谷市
15我孫子市 16柏市 17 松戸市
セレブレーション会場 松戸中央公園

東京2020オリンピック・パラリンピック
いよいよ開催！

　各日の最終ランナー
の到着後に行う、オリ
ンピック聖火を聖火皿
に灯すセレモニーやさ
まざまなステージプロ
グラムのことです。

オリンピック聖火の
到着を祝う式典

「セレブレーション」
とは？

　松戸市は千葉県通過期間の最終地であり、松戸中央公園でオリン
ピック聖火到着を祝う式典「セレブレーション」が開催されます。

　松戸市を含む県内全ての市町村の火を一つに集め、千葉市で
聖火リレーが行われます。

　「パラリンピック聖火はみんなのもの
であり、パラリンピックを応援する全て
の人の熱意が集まることで聖火を生み
出す」という国際パラリンピック委員会
の理念の下、開催国内各地で灯

と も

される
パラリンピック聖火。
　日本全国の市町村が独自の方法で火
を起こす採火を実施。その火を東京都に
集めて一つの炎に統合する「集火」が行
われ、東京2020パラリンピック聖火が
誕生します。

　待ちに待った東京2020オリンピック・パラリンピックが、ついに今年の夏に開催さ
れます。松戸市が千葉県通過最終区間になっているオリンピック聖火リレーや、パラ
リンピック聖火リレー、二度の東京オリンピックと松戸市のつながり、盛んに行われ
ているルーマニアやドミニカ共和国とのホストタウン交流などを紹介します。
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木更津市
（海ほたる）
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　8月19日㈬に千葉市内で行われる聖火リレー。その記念すべ
き聖火ランナーになれるまたとないチャンスです。ぜひご応募く
ださい。
対象2008（平成20）年4月1日以前に生まれた、千葉県にゆか
りがある人　※障害の有無・国籍・性別は問いません。

募集期間2月15日㈯〔消印有効〕まで　募集人数29人　
応募方法県ホームページの応募フォームまたは市役所で配布する応募用紙
に必要事項を記入して、特定記録郵便で〒262－8691千葉県花見川郵便
局私書箱10号	千葉県パラリンピック聖火ランナー応募事務局へ　
※詳細は県ホームページをご覧ください。

「はじめて出会う3人」が1組になって走る！　千葉県内パラリンピック聖火ランナーを募集します

松戸市ゆかりのオリンピック聖火ランナーを紹介します

問県開催準備課☎043－223－3488

～7月24日㈷

松戸市ルート 松戸駅周辺で聖火リレー、松戸中央公園でセレブレーションを開催

千葉県ルート

「松戸市の代表の1人として精一杯走りたい」
ハッサン・ナワールさん（第五中学校3年生）
　2019（令和元）年度に行われた第46回全日本中学校陸上
競技選手権大会の女子100mと200mの両種目で優勝。
第50回ジュニアオリンピック陸上競技大会の女子200mで

は、日本中学記録となる23秒99の走りを見せて1位に輝きました。
　ガーナ人の両親をもち、松戸で生まれ育ったハッサンさん。将来は日の丸
のユニフォームを着て、オリンピックに出場するのが目標です。

「自信を持って悔いのないように走りたい」
田
た な か

中 拓
た く し ん

進さん（南部小学校6年生）
　4年生のときに全国小学生フェンシング選手権大会で優勝、
5年生のときにはフランスで行われた国際大会の12歳以下の部
でも優勝するなど華々しい実績を持つ田中さんの将来の夢は、
「オリンピックで3連覇」。
　日本ではまだ競技人口が少ないフェンシングのことを、たくさんの人に
アピールしたいと聖火ランナーに応募し、見事大役に選ばれました。

県ホームページ

画像提供：Tokyo 2020

画像提供：Tokyo 2020
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二度の東京オリンピックで器具を提供する松戸の企業  セノー株式会社
　1962（昭和37）年に松戸市に工場を構えたセノー株式会社は、室内競技用スポーツ器具や学校の体育用器具などの
製造メーカーとして成長した企業です。1963（昭和38）年に国際体操連盟から東京1964オリンピック使用器具の認定を
受け、同大会では体操のほかバレーボールや陸上など12種目37競技の器具を提供しました。これをきっかけに世界
バレーボール協会の公式サプライヤーとなり、数々の世界大会で器具を供給。2008（平成20）年には本社機能を松戸市
松飛台に移転し、現在はミズノグループの一社として、競技用スポーツ器具では業界1位、約60%の国内シェアを占める

ほどの地位にあります。
　2018（平成30）年には同社のバスケットボール用吊

つ り さ げ

下式ゴール
の耐震・防震ユニットが「第1回スポーツファシリティーズ大賞」器具・器材部門の最高賞であるスポーツ庁長官
賞を受賞するなど、製造だけでなく耐震対策やメンテナンスも手掛けています。
　東京2020オリンピックでも、体操競技での器具採用が国際体操連盟から発表されており、松戸の企業が二
度の東京オリンピックを支えることになります。また、東京2020パラリンピックを契機に、今後は障害者スポー
ツの器具提供や、普及・支援にも注力していくとのことです。
　スポーツ施設や学校の体育館の室内器具には、どこかに「S

セ ノ ー

enoh」という表示があるかもしれません。機会
があれば探してみてください。

東京1964オリンピックの選手村食堂料理長  フランス料理人 村
む ら か み

上信
の ぶ お

夫氏 
　小金原在住だった村上信夫氏は、昭和・平成の激動の時代に帝国ホテルの料理長を務め、日本におけるフランス料理の発展の先駆者
として活躍しました。他の模範となるような技術や実績を持つ人に贈られる「黄

おうじゅほうしょう

綬褒章」や、国家のために長年にわたって尽力した人に
贈られる「勲

くんよんとうずいほうしょう

四等瑞宝章」（現在の「瑞
ずいほうしょうじゅしょう

宝小綬章」）などを受章。市も2001（平成13）年に松戸市民
栄誉賞を贈りました。
　村上氏は1939（昭和14）年、帝国ホテルに入社。1955（昭和30）年には料理研修のため、
ヨーロッパで「フランス料理の父」とも呼ばれたオーギュスト・エスコフィエの直弟子に師事しま
した。帰国後、新たなレストランのオープンにあたり、好きな料理を自由に選んで食べるスタイル
の北欧の伝統料理「スモーガスボード」を研究。1958（昭和33）年にその様式を取り入れた日本
初のビュッフェ形式のレストラン「インペリアルバイキング」のオープンを主導しました。それが
大人気となったことから、ビュッフェ形式のレストランが「バイキング」として日本に広まりました。
　東京1964オリンピックでは選手村食堂の料理長の一人として抜擢されると、さまざまな国の料理を習得し、世界各国の
選手のために腕を振るいました。また、短期間に数多くの料理を供給するべく冷凍食材の使用にも積極的に挑戦し、日本の
冷凍技術の普及のきっかけを作りました。
　1969（昭和44）年には帝国ホテル第11代料理長に就任し、1996（平成8）年までの26年間、料理長を務めました。その

後継者として、48歳で料理長となった村上氏の愛
ま な

弟子・田
た な か

中健
け ん い ち ろ う

一郎氏は現在、帝国ホテル特別料理顧問に就き、東京2020大会選手村メニューアドバイザリー委員
会の座長を務めています。さまざまな料理で世界各国の選手をもてなす思いと技術は、村上氏から田中氏へ、1964年から2020年へと受け継がれています。

東京オリンピックと松戸市のつながり

これまでに行われた主なホストタウン交流 

 ルーマニア
2017（平成29）年9月
ルーマニアオリンピック委員会および5つの競技
連盟（陸上・レスリング・卓球・水泳・フェンシ
ング）と「事前キャンプ実施等に関する覚書」を
交わしました。

2019（平成31）年1月
陸上競技のクラウディア・ボボーチャ選手を、
松戸市七草マラソン大会に招待しました。市内
滞在期間中はランニング教室や甲

かっちゅう

冑体験で交流
しました。

2019（令和元）年5月
セイコーゴールデングランプリ陸上2019大阪
の出場に向けて、陸上競技男子代表チームが市
内でトレーニングキャンプを行いました。

 ドミニカ共和国
2018（平成30）年8月
3つの競技連盟（ソフトボール、バレーボール、
テコンドー）代表が松戸市を視察し、「事前キャ
ンプ実施等に関する覚書」を交わしました。

2019（令和元）年9月
「FIVBバレーボールワールドカップ2019」に
女子チームが出場。市内で栽培された梨を差し
入れし、選手を応援しました。

2019（令和元）年11月
東京2020大会の事前キャンプ地として検討す
るため、ドミニカ共和国体操連盟が松戸市を
視察。訪問先の皆さんに温かく迎えていただき
ました。

56年前に日本で初めて開催された東京1964オリンピック、そしていよい
よ今年開催される東京2020オリンピックと、松戸市とのつながりを紹介
します。

ルーマニアとドミニカ共和国の選手や関係者と、スポーツや文化
を通じた交流を行っています。

　千葉県教育委員会では、オリンピック・パラリンピックを通して、
子どもたちがスポーツへの関心や多様な国・地域の文化への理解
などを身に付けられるよう教育を実践している小・中学校を、「オリ
ンピック・パラリンピック教育推進校」として指定しています。

　市立では大橋小学校と第五中学校が指定され、大橋小学
校ではホストタウン相手国であるドミニカ共和国との松戸の梨
を通じた交流について学び、第五中学校では市出身のパラス
ポーツ選手の講演会や車いす体験を開催しています。

　東京2020大会の約5,000個の金・銀・銅メダルを、使用済み小型家電か
ら抽出したリサイクル金属で作る国民参加型のプロジェクトが、2017（平成
29）年4月から2019（平成31）年3月まで全国各地で行われました。この結
果、全国から集まった分で全てのメダル作成に必要
な金属量を100％達成。松戸市の回収量は、千葉県の
参加市町村のうち1位となる246トンでした！
　市では使用済み小型家電のボックス回収を今後も
継続していきます。皆さんのご協力をお願いします。

オリンピック・パラリンピック教育推進校 都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト

〔1921（大正10）年〜
2005（平成17）年〕

東京1964オリンピックで使用された同社製の体操用あん馬（左）
と、現在のあん馬

東京1964オリンピックの選手村にて
（手前中央が村上氏）

東京1964オリンピックで使用された同社製の体操用
あん馬の足
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◆ECCジュニア・BS三ケ月＆新松
戸幼稚園前教室学習発表会
1/5㈰13:00　 ECCジュニア・
BS三ケ月教室☎312－1311
◆歌って健康！歌声コンサート ★
1/10㈮13:00　 ㈱マイソング
☎03－5774－1414
◆松戸ギタークラブ定期演奏会
1/11㈯13:00　 徳田☎090－
3048－8225
◆アルハンブラの想

おも

い出をひく会
1/12㈰13:00　 きしきギター
☎363－5439
◆ピアノ発表会
1/13㈷12:00　 長久保☎346
－6681
◆コンサートと医療・介護の講演
1/16㈭14:00　 大谷☎090－
1805－2206
◆松戸市職員文化祭
1/17㈮17:50　 飯沼☎365－
0077
◆サンバチーム「フロールd

ヂ

e松戸
セレージャ」SHOW in 松戸 東日
本大震災の復興 知的障がい者支
援チャリティ
1/19㈰14:00　 松井☎090－
6543－0013
◆松戸童謡の会 童謡を歌う（月
例会） ★
1/22㈬13:55　 鈴木☎343－
6631

◆まつどオペラ旗揚げ公演
ニューイヤーコンサート2020
O
オ ペ レ ッ タ

peretta　★
1/26㈰13:30　 同実行委員会
☎080－9462－7755（申込制）
※当日券販売あり
◆新春公演～笑劇2020～
1/29㈬13:00　 浅間台笑劇研
究部・神

かんばら

原☎090－6544－0919

◆私たちは忘れない！あの時の
大震災を!!
1/10㈮14:00　 危機管理課
☎366－7309
◆松戸市福祉大会
1/12㈰13:00　 （社福）松戸市
社会福祉協議会☎368－0503

◆楽しく歌おう！日本の歌 in 松戸
1/29㈬14:00　会場小ホール
費用全席自由500円　※未就学
児入場不可
◆KEISUKE YAMAUCHI 20th  
ANNIVERSARY 山内惠介コン
サートツアー2020
3/26㈭15:00　会場大ホール
費用全席指定S席6,600円　※未
就学児入場不可

◆①骨盤ヨガ②ボールDEリズム
①1/6㈪・13㈷・20㈪各9:30～
10:30②1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
◆①ピラティス＆ヨガ②やさしい
ヨガ
①1/6㈪・13㈷・20㈪ 各10:00
～10:50②1/8㈬・15㈬・22㈬・
29㈬各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体幹美Body②ヨガ
①1/6㈪・20㈪各11:10～12:00
②1/10㈮・17㈮・24㈮・31㈮
各15:00～16:30　会場柿ノ木
台公園体育館　対象18歳以上
定員各先着30人　費用各500円
同体育館☎331－1131

●グラウンド・ゴルフ教室
1/13㈷9:00～12:00　会場東
漸寺本堂裏広場（駐車場使用不可）
堀☎344－1735

●軽スポーツ教室（カローリング、バ
ドミントン他）、グラウンド・ゴルフ教室
1/18㈯9:00～12:00　会場稔
台小学校　 髙橋☎363－3064
●ヘルスバレーボール、ボッチャ教室
1/18㈯19:00～21:00　会場東
部スポーツパーク体育館　 岩
下☎090－5531－8004
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
1/19㈰9:00～12:00　会場幸
谷小学校　定員先着50人　
倉澤☎347－5314

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

11㈯ 13:30
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 ★

夢空間
☎03－5785－0380
（平日10時～18時）

16㈭ 10:30 千葉県高等学校総合文化祭 松戸地区高等学校音楽会
松戸南高校・吉

よしはら

原
☎391－2849

17㈮ 18:30
デビュー50周年記念 南こうせ
つコンサートツアー2020～い
つも歌があった～ ★

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

18㈯ 10:00 子供アニメ映画会 ★ エイコウシャ
☎080－8431－3889

19㈰ 14:00 よこすかウインドアンサンブルコンサート
同楽団・渋谷
☎090－6037－3673

25㈯ 17:00
b
ビ ル ボ ー ド

illboard c
ク ラ シ ッ ク ス

lassics P
プ レ ミ ア ム

REMIUM 
S
シ ン フ ォ ニ ッ ク

YMPHONIC C
コ ン サ ー ト

ONCERT 2020
藤井フミヤ m

ミ ー ツ

eets 西本智実 ★

森のホール21チケットセ
ンター
☎384－3331

26㈰ 14:00 松戸市民吹奏楽団 定期演奏会 同楽団
info@matsusui.net

小
ホ
ー
ル

11㈯ 14:00 幼児バレエの会「おひろめ会」 桃井
☎090－7719－3179

17㈮   9:30 松戸市民カラオケ歌謡協会 春の歌謡祭
松本
☎090－4742－4792

19㈰ 16:00 キッズダンス Z
ジ ッ ピ ー

ippyG
ギ ャ ン グ

ang 
発表会

同団体
☎090－8113－4153

25㈯ 13:30 松戸ホルンクラブ「月うさぎ」 定期演奏会
同クラブ・白

しらはた

幡
☎090－9969－3049

26㈰ 13:30 ファミリーコンサート おんがくたい・湯
ゆ だ

田
☎080－5085－8627

29㈬ 14:00 楽しく歌おう！日本の歌 in 松戸 ★
㈱ミラーコロ音楽事務所
☎042－201－3325

1月9日㈭・17日㈮・21日㈫・23日㈭・24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

1月25日㈯10時～12時　会場子ども読書推進センター　講師絵本
作家・こがようこ氏　定員先着80人　※一時預かりあり（6カ月～
就学前、1月10日㈮までに電話で要申込）。
電話で子ども読書推進センター☎331－0077へ

児童文学講座「心を育む絵本の力」要申込

1月24日㈮10時～12時　会場子ども読書推進センター　内容詩・
ことばあそびの本＆春におすすめの本　対象小学校で読み聞かせ
活動をしている人　定員先着50人
電話で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
1/10㈮ 明市民センター
1/15㈬ 東部スポーツパーク
1/17㈮ 五香市民センター
1/21㈫ 小金原市民センター

日程 会場

1/23㈭ 和名ケ谷スポーツセンター
（分館内）

1/24㈮ 新松戸市民センター
1/28㈫ 小金市民センター（分館内）

市民センターおはなし会

1月10日㈮10時30分～11時10分　会場子ども読書推進センター
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

親子絵本講座

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

2月15日㈯・16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
 1月19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

　フリーペーパーは、地域情報を伝える有力なツールです。思わず手に取っ
てしまう、魅力的で読みやすいフリーペーパーの作り方をお話しします。
日時2月2日㈰14時～16時　会場子ども読書推進センター　
講師グラフィックデザイナー・佐藤大輔氏　 　
定員先着50人　費用無料
 1月5日㈰から、申し込みフォームまたは
電話で図書館☎365－5115へ

市ホームページ

申し込みフォーム

〔全2回〕要申込

オリジナルゲームを開発しよう！
20人
限定！ 無料！

小学生向けプログラミング教室小学生向けプログラミング教室小学生向けプログラミング教室

松戸市の魅力を伝えるフリーペーパーの作り方松戸市の魅力を伝えるフリーペーパーの作り方
～地元の魅力は、図書館にありました～～地元の魅力は、図書館にありました～

図書館の暮らしに役立つ講座 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）

1/14㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
1/17㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
1/21㈫11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・システム（野菊野こども園内）
1/22㈬10:30～11:00 ほっとるーむ新松戸
1/23㈭10:30～11:00 矢切公民館
1/24㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
1/24㈮11:20～11:50 根木内こども館

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〕。

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。
テレホン
案内サービス☎366－0010

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/

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

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。

※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
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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。

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

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
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

9:00～16:30
高齢者
いきい
き安心
センタ
ー内

明第1☎080－3315－9158
五香松飛台☎080－3315－9185
小金原☎080－3314－7334

福祉なんでも相談
㈬
第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

電話相談
第1㈫ 六実支所

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㈪、第2㈭ 14:00～20:00
男女共同参画課（予約・相談専用）
☎363－0505

第2～4㈪
第3～5㈭ 10:00～16:00 

男性対象
（電話相談） 第2・4㈮ 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
※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1㈪   9:00～12:00
第3・4㈪
㈫㈭ 13:00～17:00

交通事故相談 ㈪㈫㈭ 9:00～17:00★
行政相談 第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3～5㈬ 13:00～17:00
税務相談（予約制） 第2・5㈮ 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

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2～4㈭   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2㈮ ふれあい22

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

◆健康麻雀
1/4以降の①㈪②㈬㈯③㈭各12時～

17時 ①松飛台②六実各市民センター
③もとやま会館（新京成五香駅下車） 各
1,000円 電話でNPOメーク・小

こ が ね や

金谷☎
090－6187－5060へ
◆映画『蘇生Ⅱ

ツー

～愛と微生物～』
1/4㈯14時30分から けやきプラザ

（我孫子市） 先着500人 1,800円 電
話で光の会・畠

はたけやま

山☎090－2679－4474へ
●ディスクゴルフ体験会
1/5㈰、2/2㈰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
◆股関節柔軟体操
1/5㈰・19㈰各13時～14時30分

市民会館 各先着10人 各500円 電
話で股関節柔軟体操会・長谷部☎090
－8565－1290へ
●健康体操体験教室（ストレッチなど）
1/8㈬・15㈬・22㈬・29㈬各9時20分

～10時50分 小金原体育館 50歳以
上の女性 各500円 電話で健康体操
さざんか・加藤☎342－8095へ
◆司法書士法律相談会
1/11～2/29の㈯10時～15時 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
●片づけたいコト・モノは何ですか？
1/16㈭10時～11時30分 市民会館
500円 電話で心スッキリ☆私にあっ

たお片づけを見つける会・山
やまさき

﨑☎090－
2545－4746（昼間のみ）へ
◆ともしび読書会
1/16㈭14時～16時 ゆうまつど
テキスト『院内カフェ』中島たい子著
200円 電話で同会・菊地☎090－

6715－2513へ

◆心の境界線を学ぼう「人に合わせて生
きていませんか？」
1/18㈯13時～15時 常盤平市民セ

ンター 先着10人 300円 電話で
ファミリーネット新松戸・小川☎090－
6544－1856へ
◆落語会（神田鯉

り え い

栄・春
しゅんぷうてい

風亭昇
しょうご

吾）
1/18㈯13時30分～15時30分 常真

寺（大谷口18） 先着60人 1,000円
当日会場で 同寺☎342－1616

◆ふわR
り ん

IN子育てセミナー「知ってますか？兄
弟ゲンカ、お友達とのトラブルの原因って？」
1/19㈰14時～15時30分 森のホー

ル21小会議室2 妊娠中・子育て中の人
（託児あり） 500円 電話で家庭倫理
の会・森下☎090－4381－8224へ
●よこすかウインドアンサンブル吹奏楽
コンサート
1/19㈰14時～16時 森のホール21
トロンボーン奏者・玉木優

ゆう

氏独奏の協
奏曲『カラーズ』他 同楽団・渋谷☎090
－6037－3673
◆絵の具をまぜて色を作るところから
はじめる水彩画を楽しむ
1/22㈬14時～16時 コーププラザ東

葛（馬橋駅下車） 先着10人 電話で水
彩画サークル気

き ま す い

ま水・関根☎090－1104
－5710へ
●県民ふるさとハイキング〔三

みついしやま

石山(君津市）〕
1/26㈰6時千葉銀行松戸支店前集合、

18時解散予定 先着40人 8,000円
電話で松戸市山岳協会・高橋☎362－

0101（平日9時～17時）へ
野良猫解決セミナー「屋外猫繁殖抑

制講座～1人で悩まないで！人と動物の
共生を考えてみよう～」
①1/29㈬②2/5㈬各14時～17時

①市民会館②小金市民センター 各先
着20人 松戸地域猫スタートサポート・
川野☎080－3405－8986

●松戸ホルンクラブ「月うさぎ」定期演奏会
1/25㈯13時30分～16時 森のホール
21 同クラブ・白

しらはた

幡☎090－9969－3049
◆大人のための①韓国語②英会話入門講
座〔各全8回〕
1/30～3/19の㈭①18時15分～19

時15分②19時30分～20時30分 市
民会館 各先着15人 各6,000円
電話で国際文化交流協会・前田☎090－
6489－2803（平日10時～17時）へ
◆市民後見人養成講座「成年後見制度を
学び超高齢社会に備えましょう」〔全4回〕
①2/1㈯・16㈰②2/29㈯、3/14㈯各

9時30分～16時30分 ①サンプラザビ
ル（柏市）②けやきプラザ（我孫子市） 松
戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌
ケ谷市在住・在勤の20歳以上 先着50
人 6,000円 1/22㈬までに、電話で
NPO東葛市民後見人の会☎04－7137－
9393（㈰㈪を除く）へ
◆「一芸と川の歌コンサート」一芸出演者
募集（出演時間10分）
3/17㈫13時から 市民劇場 電話で

川いい会・阿部☎080－5058－6754へ

◆車椅子レクダンスインストラクター
養成講座
2/1㈯13時～17時 ふれあい22
先着10人 3,000円 電話でNPO

日本車椅子レクダンス協会松戸支部・
斎藤☎365－8701へ
●松戸市レディース卓球大会
2/3㈪9時～17時 運動公園体育館
ランク別抽選3ダブルス団体戦 市内
在住・在勤・在クラブの女性 800円
1/22㈬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
●硬式テニス教室①②ジュニア③～⑤初
心者⑥ナイター⑦親子
2月～4月の①㈬②⑦㈭③㈫④㈮、⑤3

月～5月の㈪、⑥3月～6月の㈰㈪㈮のい
ずれか ①松戸中央②～⑤⑦栗ケ沢⑥金
ケ作各公園庭球場 ①②5歳～小学生③
～⑥中学生以上⑦4・5歳児と保護者
先着①40人②10人③④各30人⑤60

人⑥90人⑦6組 ①②各7,500円③～
⑤各10,000円⑥14,000円⑦1回700円
1/15㈬までに、松戸市テニス協会ホー

ムページで 同協会☎341－1133（㈫
㈭㈯12時30分～16時30分）

◆松戸鳶
とび

工業組合・松戸若
わかとびかい

鳶会（伝統芸
能はしご乗り）
不定期（主に11月～1月） 市内、近

隣市 小
お た べ

田部☎080－5037－6904
●すばるの会（絵画の勉強会）
第2・4㈭9時～16時 八柱市民セン

ター 画材一式 月4,000円 山田☎
080－5017－1704
●ダンスサークルフレンズ
㈯13時～15時 八柱市民センター
月3,000円 1,000円 長井☎385

－4511（夜間のみ）

●五香フォークダンス同好会
㈫13時～15時 五香市民センター
月1,500円 500円 小

こ す げ

菅☎387－
5494
●松戸トーストマスターズクラブ（英語
でのプレゼン・スピーチ学習）
㈯14時30分～16時30分 稔台市

民センター 月1,000円 3,500円
森☎080－4421－4322

7
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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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　松戸市出身でキックボクシング世界チャンピオンの那須川天心氏と、松
戸に本店を構え大規模なラーメンイベントでの優勝など多くの受賞歴を持
つ「中華蕎麦とみ田」代表・富田治氏を、
「松戸市ふるさと応援大使」に委嘱しました。
　お二人は市のふるさと納税記念品贈呈事
業への貢献度がたいへん高く、また全国的
な知名度があり、市のイメージアップが期
待されることから、市のふるさと納税PRに
ご協力いただくことになりました。

ふるさと納税記念品の協力事業者を募集しています
　協力事業者は、ふるさと納税ポータルサイトを通じて、全国に記念品と事
業者名をPRできます。ぜひご協力をお願いします。
問総務課☎366－7305

キックボクサー  那須川 天 心氏
中華蕎

そ ば

麦とみ田  富田 治氏 が
松戸市ふるさと応援大使に

戸定邸・戸定歴史館共通入館券（2枚）
とドンちゃん・グリちゃん＆じょう
ちゃん・もんちゃんシールのセット

浮世絵柄マイクロファイバー
ハンカチ

すぐやる課50周年
記念ハンカチと4色
ボールペンのセット

保冷・保温
ビッグレジャーバッグ

（2Lペットボトル
8本収納可能）

松戸さんノート（B5）＆
ぬいぐるみストラップ

（松戸中央ライオンズ
クラブ提供）

I琴
ことしょうぎく

奨菊関　J琴
こ と の わ か

ノ若関
　　　　　　　  （松戸市出身）

自転車用ワイヤーロッ
ク＆チーバくん反射材

まつドリトートバッグ・手鏡・
絆
ば ん そ う こ う

創膏＆ハートラちゃん×
ハローキティクリアファイル

ウイスキー樽を再利用したボー
ルペン、携帯用金属製マイ箸、
瓶の樹脂キャップ外し、エコもん
缶バッジ、クリンクルちゃんの消
せる蛍光ペン・メモ帳のセット

Aまつどの歴史賞 B国際交流賞 Cすぐやる課賞 D消費生活センター賞

佐
さ ど が た け

渡ヶ嶽部屋賞

FまつどD
で

E子育て賞Eちばサイクルール賞

H松戸さん賞Gエコもん＆クリンクルちゃん賞

P（一社）松戸市観光協会賞

15人

15人

各10人

10人 20人20人

8人

① とみい五香本店 
　 松戸銘菓・戸定三楽
    （10個入り）

② 和菓子峰月（松戸駅西口）
 矢切の渡し舟・野菊の詩・
    戸定の梅 詰合（13個入り）

※①②は選べません。P賞でお申し込みください。
※上記の店舗以外では引き換えできません。

※柄は3種類あります。
（選べません）

松戸市観光協会加盟店のお菓子引換券

2020柏レイソル
オリジナル
カレンダー

（A2壁掛）

Kレイソル賞

5人

5人

Lジェッツ賞
Bリーグ 千葉ジェッツ 公式戦観戦チケット（2枚）
対象試合4月19日までの千葉ジェッツ主催試合

※画像はイメージです。

5人

高
た か は し

橋 礼
れ い

選手（松戸市出身）

Mホークス賞

サイン色紙2人

※チケットの販売状況により、
当日の引き換えができない
場合がありますので、あらか
じめご了承ください。

「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～がやってきた!! 観賞チケット（2枚）

N森のホール21賞

10人
日時3月14日㈯16時開演
会場森のホール21大ホール

※正解は広報まつど2月1日号に掲載します。

※全てひらがなが入ります。

ⒸCHIBA JETS FUNABASHI 
PHOTO Junji Hara

ⒸSoftBank HAWKS

　クロスワードパズルに挑戦し
てみよう！正解者の中から抽選
で下記の賞品をプレゼントしま
す。奮ってご応募ください。
問広報広聴課（広報担当）
　☎366－7320

プレゼント

赤富士波富士 日本橋

富士山柄
自転車カゴにぴったりバッグ
とメモ帳のセット

O（公財）松戸市国際交流協会賞

5人

10人

1 10 9 7

2 E

3 A 8

4 B

5 6   

A B C D E

  1	行く先々の天気が必ず晴れるといわれる男性。女性は「晴れ女」。
  2	停止・休止すること、休息すること。年末年始は学校は冬○○○。
  3	新聞や雑誌、テレビなどで、特別に入手した情報。スクープとも。
  4	2020年は日本。前回2016年オリンピック・パラリンピック開催国は？	
  5	認め○○、銀行○○、実○○。いわゆる「ハンコ」のこと。
		6	玄関や門の前に一対で立てられる正月飾りの一つ。門

か ど

○○。
  1	〇〇起きは三文の徳。	
  4	ビクトリーの頭文字。ピースサインのことを○○サインとも。
  7	水戸街道の江戸側からみて3番目・4番目の宿場町は、「松戸宿」と「○○○宿」。
  8	丸い形の縁起物の一つ。目を書き込んで祈願成就！
  9	初詣に行ったら引いてみよう。今年の運勢は？
10	料理店を英語で言うと？	 	 	 	 	

ヒント
答え

新春
クロスワード

パズル

　松戸市出身の湯
ゆ あ さ

浅剛
つよし

選手はこれを使ったバスケットボール、
羽
は が

賀理
ま さ ゆ き

之選手はこれを使ったラグビーの選手です。また、
東京2020パラリンピックでは、これを使ったフェンシングの
競技が千葉県（幕張メッセ）で行われます。

ヨ
コ

タ
テ

な す か わ て ん し ん

と み た おさむ

D C

ひらがな
5文字

2人各手形＆サイン色紙

応募フォーム

「広報まつど」についてのアンケート

※	応募は市内在住の人に限ります。
※	当選者の発表は、プレゼントの発送を
もって代えます。

※	応募の際に得た個人情報は、プレゼン
トの発送のみに使用します。

【応募方法】
はがき（記入要領を参
照）またはインターネット
の応募フォームでご応募
ください

【記入要領】
はがき（表） はがき（裏）

◦	クロスワード
　パズルの答え
◦	希望賞品名と	
	 アルファベット
	 (1つのみ）
◦住所
◦氏名
◦年齢
◦上記アンケート
　1〜5の回答

〒271－8588
広
報
広
聴
課
パ
ズ
ル
係

松
戸
市
役
所

1

2

3

4

5

広報まつどを普段どのように入手・閲覧していますか
①新聞折り込み　②新聞未購読者向け宅配サービス　③公共施設・商業施設
④市内各駅の広報用ラック　⑤市ホームページ　⑥スマートフォン用アプリ
「マチイロ」　⑦その他（　　　　）
広報まつどについてどのように感じますか
A紙面の大きさ
①もっと大きい方が良い（日刊紙サイズ）　②今のままで良い（タブロイド判サイ
ズ）　③もっと小さい方が良い（A4サイズ）
Bページ数（現在は8ページまたは12ページ）
①もっと多い方が良い　②今のままで良い　③もっと少ない方が良い
C発行頻度（現在は1日号と15日号の月2回）
①月1回で良い　②今のままで良い　③もっと増やした方が良い
充実してほしい記事は何ですか（3つまで）
①市政（政策・計画・制度など）の記事　②イベント情報　③子育て世代向け記事
④高齢者向け記事　⑤健康関係の記事　⑥ユーカリひろば　⑦最新の話題（表彰、
協定締結など）　⑧その他（　　　　）
紙面に登場してほしい松戸ゆかりの人、市内で活躍している人を教えてください
広報まつどへのご希望・ご感想を自由にお書きください

         1月10日  ㈮〔消印有効〕 締め切り 那須川天心氏 富田治氏

人口と世帯〔2019（令和元）年12月1日現在〕

人口 498,415 人 男 248,131 人
世帯 240,325 世帯 女 250,284 人

※今回から住民基本台帳の登
録数に基づき集計した人口
に変更したため、前月比は掲
載していません。

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。
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