
児童・生徒たちは新しい学校生活の一歩を踏み出しました。
今後も児童・生徒の健康安全を第一に考え、感染拡大防止対策に取り組んでいきます。

※閉園時間は18時30分です。
※各駐車場も利用できます。
※博物館口は9時30分から17時までの開園です。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

21世紀の森と広場管理事務所☎345－8900

21世紀の森と広場は朝7時から開園しています

市ホームページ

「新しい生活様式」「新しい生活様式」でで
安全な学校生活を安全な学校生活を 問保健体育課☎366－7459

朝の健康観察
　登校前に各家庭の協力を得て、検温、
風邪症状の有無、同居人の健康状態など
を健康観察カードに記入してもらい、健
康状態をチェックしています。

日常の手洗い
　登校時は、手洗いをしてから教室に入ります。ト
イレ使用後、共用教材での学習、昼食、清掃の前後
など、こまめに手洗いするように指導しています。

校内の消毒作業
　児童・生徒が手を触れるドアノ
ブ、手すり、蛇口などの共用物は教
職員が毎日消毒しています。

換気の徹底
エアコン使用時もこまめに換気をしています。併せて、扇

風機や換気扇なども活用し、十分な換気に努めています。

小・中学校の一斉登校を6月15日に開始し、6月22日からは通常日課での教育活動を行っています。
学校では児童・生徒がソーシャルディスタンスの意識や、新しい生活様式を身に付け、

友だちへの思いやりを育む教育活動の実践に取り組んでいます。

ソーシャルディスタンスを確保し、
マスクを外して体育の授業をしています

健康観察カード健康観察カード 手洗いの順番待ちも、
ソーシャルディスタンスを

意識しています

先生が毎朝
健康観察カードを
チェックしています

ソーシャルディスタンス
　児童・生徒の座席間隔をとり、対面に
ならないように工夫しています。

マスクの着用
　学校生活は、通常マスクを
着用していますが、体育など
の屋外での活動やソーシャル
ディスタンスが確保できる場
合はマスクを外し、熱中症対
策も行っています。

出勤・通勤前に朝の清々しい空気の中で散策をお楽しみください。
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●新型コロナウイルス関連情報
●今年も観光梨園がオープン
●市職員を募集します
●お盆期間中の急病救急医療・在宅当番医・待機病院
●2021(令和3)年松戸市成人式を開催しますNo.1678
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　社会福祉士などが生活に関する不安や悩みの相談を
受け付けます。新型コロナウイルスの影響に関するこ
とであれば、内容は問いません。
時間9時～16時（1人30分程度、市役所開庁日のみ）
会場市役所本館2階大会議室（電話予約者優先）
電話相談・来庁予約電話で松戸市新型コロナウイルス
感染症相談ダイヤル☎0120－415－111（音声ダイヤル
で5を選択）へ
メール相談Eメールで mccoronasoudan@city.
matsudo.chiba.jpへ

　中小企業・小規模事業者向けの各種助成金の申請サポートや、融資制度の紹介など、
さまざまな相談に対応します。
時間10時～16時（土・日曜、祝・休日を除く）　会場松戸商工会議所会館2階（松戸駅下車）
電話で同会議所☎364－3111へ

　事業範囲を広げたい、新たな顧客をみつけたい、効果的なPR方法を知りたい…
そんな売上回復のための悩みに、専門家がともに課題解決に取り組みます。
日時月曜10時～16時　会場松戸商工会議所会館2階（松戸駅下車）
電話で商工振興課☎711－6377へ

危機管理課☎366－7309
　緊急時には警戒レベルに応じた情報を市ホームページ、安全安心メール、
yahoo防災アプリ、防災行政用無線、Lアラート（災害情報共有システム）、
エリアメールなどで発信します。事前に安全安心メールなどに登録して、正確
な情報を収集しましょう。

新型コロナウイルスに関する相談窓口

台風・豪雨などの緊急時は警戒レベル警戒レベルに応じた対応をしましょう
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（市町村が発令）

避難に時間を
要する人は避難
（市町村が発令）

避難行動の
確認

（気象庁が発表）

心構えを
高める

（気象庁が発表）

警戒レベル

事業者向け総合相談窓口（要予約）

コロナ禍の売上回復相談～県よろず支援拠点のサテライト窓口～（要予約）

個人向け総合相談窓口

音声案内により、相談内容に応じて担当部署に直接おつなぎする「松戸市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル」をご利用ください。

ひとり親世帯へ
臨時特別給付金を支給します

給付の種類 対象となるひとり親世帯 申請方法

基本給付
右記のいず
れかに当て
はまる世帯

①2020（令和2）年6月分
の児童扶養手当を受給
している

申請不要
（7/27に支給済）

②公的年金給付などを
受けているため、2020
（令和2）年6月分の児童
扶養手当の支給を受け
ていない（収入が児童
扶養手当の支給制限限
度額を下回っている）

申請必要
●児童扶養手当の
現況届送付時に
同封した申請書を
提出
●児童扶養手当の
資格登録がない
場合は、市ホーム
ページで申請書を
ダウンロードする
か、同課にお問い
合わせください

③新型コロナウイルスの
影響を受けて家計が急変
し、直近の収入が児童扶
養手当の対象となる水準
に下がった

追加給付

①②に当てはまり、新型
コロナウイルスの影響を
受けて家計が急変し、収
入が減少した

市ホームページ

同省ホームページ

小規模事業者等事業継続給付金
　新型コロナウイルスの影響で、子育てと
仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大き
な困難が生じていることを踏まえ、下表に
当てはまるひとり親世帯へ支給します。

対象以下の全てに当てはまる事業者●資本金10億円未満の、中堅企業・中小企業・小規
模事業者・フリーランスを含む個人事業者および医療法人・農業法人・NPO・社会福祉
法人などの法人●新型コロナウイルスの影響で、2020年5月～12月の売上高が1カ月で
前年同月比50％以上減少または連続する3カ月の合計で前年同期比30％以上減少した●

自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている
申請期間2021（令和3）年1月15日まで（予定）
申請方法経済産業省ホームページから電子申請またはサポート会場（松戸会
場あり、同省ホームページまたは同会場電話窓口☎0120－150－413から要予
約）で　※申請方法等の詳細は同省ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルスの影響を受けた事業者をより広く支援するために
給付金等の要件の緩和、申請期間の延長、対象
の拡大を行います
商工振興課☎711－6377

申請期間2021(令和3）年2月28日㈰〔必着〕まで
支給金額 基本給付1世帯5万円、第2子以降は1人につき
3万円追加給付1世帯5万円

申請期間8月31日㈪まで（変更ありません）

変更内容 変更前 変更後
申請期間 7月31日㈮まで 8月31日㈪まで
常時使用する（雇用保険に
加入している）従業員数 2～5人 ●小売業、卸売業、サービス業＝ 1～5人

●上記以外＝ 1～20人
営業開始時期 継続して2年以上 令和2年3月31日以前から

変更内容 変更前 変更後
対象者 市内に店舗がある 市内に店舗、工場、営業所がある（自宅兼事務所は除く）

新しい生活様式に取り組む中小企業等応援金

安全な場所にいる人は、避難する必要はありません

「警戒レベル4 避難勧告」で、高齢者などに限ら
ず全員が危険な場所から避難しましょう

警戒レベル5はすでに災害が発生している状況です

●警戒レベル5が出てもまだ避難できていない場合は、自宅の少しで
も安全な部屋に移動したり、すぐ近くに安全な建物があればそこ
に移動したりするなど、命を守るための最善の行動をとってくだ
さい。

●警戒レベル5は市が災害発生を把握できた場合に可能な範囲で出す
情報のため、必ず出される情報ではありません。

避難情報のポイント

一律10万円

ポイント

ポイント

ポイント

新型コロナウイルス関連情報

個人事業者に５万円、
法人に10万円

事業者の家賃を支援します
法人は最大600万円、
個人事業者は最大300万円

家賃支援給付金コールセンター☎0120－653－930（8時30分～19時）

子育て支援課児童給付担当室☎366－3127
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8/6㈭・9㈰の原爆投下時刻および終
戦記念日（8/15㈯）の12時に慰霊と
平和の祈念をお願いします
　1945（昭和20）年8月6日8時15分に
広島で、8月9日11時2分に長崎で原子
爆弾が投下されました。そして終戦か
ら今年で75年になります。戦争により
亡くなられた方のご冥福と世界の平和
を祈り、1分間の黙とうをお願いします
総務課☎366－7305

図書館小金北分館は、小金北市民セ
ンターのバリアフリー化改修工事の
ため8/24㈪～2021(R3)/3/31㈬は
臨時休館します
　休館中の予約本の受け取りは、ちば
電子申請サービスで希望受取館を登
録してください　※同分
館の返却ポストの利用は
8/23㈰15時まで、4/1㈭
9時30分から再開
図書館☎365－5115

稔台市民センターの料理教室・第1
ホールは、料理教室の給排水管改修
工事のため11/2㈪～2021(R3)/1/
31㈰（予定）は利用できません
市民自治課☎366－7318

10/1に小規模保育施設が７カ所開園
申込期限10/1からの入園を希望する場
合は、8/31㈪まで（郵送の場合は必着）
※詳細は市ホームページで
保育課☎

366－7351

各障害児(者)手当の現況届等を8月上
旬に送付します
　提出がないと8月分以降の手当を受給
できない場合があります提出期間8/12
㈬～9/11㈮　※各種手当
の詳細は市ホームページ
で 障害福祉課☎366－
7348 366－7613

8/5㈬11時から、防災行政無線を
使った全国一斉情報伝達訓練を行
います
　災害時に全国瞬時警報システム
（J

ジ ェ イ ア ラ ー ト

-ALERT）を通じて送られてくる国
からの緊急情報を、防災行政無線で放
送する訓練です　※J-ALERTは、地震・
津波・武力攻撃などの緊急情報を、国
から人工衛星などを通じて瞬時に伝達
するシステムです 危機管理課☎366
－7309

公共交通が利用できない地域などで、
コミュニティバスの導入を検討する
ための手引きをご活用ください
　コミュニティバスの役割や、地域・
行政・事業者の役割分担、検討手順や
留意点、必要な手続きなど
を解説しています閲覧場所
行政資料センター、市ホー
ムページ 交通政策課☎
704－3996

（公社）松戸市シルバー人材センター
臨時入会説明会
日8/21㈮10時から会市民会館対市内
在住で軽易な就業を希望する健康な60
歳以上定先着30人申電話で同センター
☎330－5005または同センターホー
ムページ入会申し込みフォームで

  8/4㈫14時からの東部地区意見交換
会の会場は、東部市民センターに変更
となりました
東部支所☎392－3061

大規模小売店舗の変更届出の縦覧と
意見書の提出
対象店舗テラスモール松戸 縦覧および意
見書提出期限10/9㈮縦覧場所商工振興課
同課☎711－6377

8/8㈯に予定していた「松戸都市計画
用途地域および高度地区の変更に関
する公聴会」は公述申出がなかった
ため中止します
都市計画課☎366－7372

市職員(約5千人)の給与明細書に掲載
する広告を募集
募集期間8/3㈪ ～31㈪ 掲載期間12月 ～
2021(R3)年5月（計7回）寸法1枠68mm
×179mm以内色2色刷り募集枠数 3枠
広告掲載料1枠12万円以上（消費税を含
む。版代・印刷費用は市が負担）　※申
込書・広告掲載基準などは人事課で配
布する他、市ホームページでダウンロー
ド可 同課☎366－7306

男女共同参画市民企画支援事業を募集
事業の実施期間10月から2021(R3)年2
月まで対象経費講師謝礼、消耗品費・
通信費・使用料、保育者謝礼申8/3㈪
～28㈮までに、同事業計
画書を直接男女共同参画課
☎364－8783へ　※詳細
は市ホームページで

矢切の里文学祭～伊藤左千夫「野菊の
墓｣～｢初恋短歌大会」短歌を募集
応募作品初恋をテーマにした未発表短
歌(1人2首まで)部門①一般②小学～高
校生費①1首500円（申込時に郵便為替
または現金書留で）投稿用紙配布 (一社)
松戸市観光協会ホームページで申8/29
㈯〔消印有効〕までに、投稿用紙に作
品・氏名・住所・電話番号・性別・年
齢（学生は学校名・学年）を記入し
て、〒271－0091松戸市本町7の3　
(一社)松戸市観光協会「初恋短歌」係
（☎703－1100）へ

戦没者遺児を対象とした戦跡慰霊巡拝
対象地域旧ソ連、旧満州、西部ニュー
ギニア、ボルネオ・マレー半島、トラッ
ク諸島、パラオ諸島、ソロモン諸島、フィ
リピン、マリアナ諸島、ミャンマー・
タイ、東部ニューギニア、ビスマーク
諸島、台湾・バシー海峡、マーシャル
諸島、中国参加費用10万円 (一財)日
本遺族会事務局☎03－3261－5521

8月の松戸競輪開催日程
本場開催 22日㈯～25日㈫（松戸競輪開
設70周年記念GⅢナイター）場外開催1
日㈯～2日㈰富山記念（GⅢ）・玉野（FⅠ
ナイター）・平塚（FⅡナイター）、6日㈭
～8日㈯富山（FⅠ）・弥彦（FⅡ）、7日㈮
～10日㈷函館（GⅢナイター）、9日㈰～
11日㈫青森（FⅠ）・広島（FⅠ）、12日㈬
～16日㈰名古屋（オールスター競輪G
Ⅰ）、14日㈮～16日㈰静岡（FⅠ）、22日
㈯～24日㈪福井（FⅠ）、25日㈫～27日
㈭大垣（FⅠ）、26日㈬～28日㈮高知（F
Ⅰ）、27日㈭～30日㈰小田原記念（GⅢ）、
31日㈪～9/2㈬防府（FⅠ） 公営競技
事務所☎362－2181

  8/3㈪から、市川市コミュニティバス
北国分ルート(矢切駅～北国分駅)が
｢国際医療福祉大学市川病院」に乗り
入れるため、ルートと時刻表が一部
変更されます
市川市交通計画課☎047－712－

6341

平和パネル・ポスター展
日8/3㈪～14㈮8時30分～17時(8/8㈯
～10㈷を除く）会市役所1階連絡通路
総務課☎366－7305

東部市民センターさわやかヨガ教室
日8月の木曜10時～11時会同センター
対16歳以上定各先着30人費各800円申
電話で同センター☎391－3701へ

ふれあい教室「朗読をきくかい」
日8/12㈬10時～11時30分 時間 ふれ
あい22内松戸朗読奉仕会会員による短
編・エッセイなどの朗読対障害者手帳
を持つ人など 障害者福祉センター☎
383－7111

NPO・市民活動よろず相談室「チーム
力がぐっと上がる年間計画の作り方
～新しいミーティングの方法を学ぶ～」
日8/26㈬10時～12時会新松戸市民
活動支援コーナー講まつど市民活動サ
ポートセンター長対NPOや市民活動の
組織運営に関わっている人定先着15人
申電話またはEメールで同センター☎
365－5522、 hai_saposen@matsu
do-sc.comへ

シルバー人材センター中高年英語教室
①②楽しく学ぶ基礎英会話（初級）③
初めて学ぶ英会話（入門）〔各全10回〕
日9/2 ～11/4の水曜①10時15分～11
時45分②13時15分～14時45分③9/3
～11/5の木曜13時15分～14時45分会
市民劇場他対50歳以上定各先着15人費
各11,000円 (別途教材費）申8/10㈷
〔必着〕までに、はがきに住所・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中
高年英語教室係（☎330－5005）へ

  手賀沼をもっと知ろう！手賀沼流域
の水調べと手賀沼船上見学会
日8/22㈯9時六実市民センター集合、
15時30分解散予定〔雨天中止〕対小学
4年生以上（小学生は保護者同伴）定先
着15人持昼食、水筒、筆記用具、帽子、
レジャーシート、マスクなど申電話で
環境保全課☎366－7337へ

古民家「旧齋藤邸」造形講座～アボ
リジニアートに挑戦しよう！～
日8/22㈯、8/26㈬各13時15分旧齋藤
邸（紙敷588）集合、15時30分解散講
日本画家・泉晴

せいこう

行氏持飲み物、虫除け
スプレー定先着9人申8/14㈮までに、
電話で社会教育課☎366－7462へ

【オンライン開催】オンラインで活動を
を活性化させるGoogleツールの使い方
～フォームからファイルの管理まで～
日8/25㈫19時～20時30分講市民活動
ITコーディネーター・齋藤和輝氏 定
先着15人対NPOや市民活動の運営に
携わっている人申電話またはEメール
でまつど市民活動サポートセンターへ
☎365－5522、 hai_saposen@
matsudo‐sc.comへ　※オンライン
開催の詳細はお問い合わせください

病院事業経営改革委員会
　2020(令和2)年度の第1回同委員会
は、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、書面開催とします。結果は、
市ホームページ・行政資料センター
で、9月上旬に公開予定です 経営企
画課☎712－0675

教育委員会会議
日8/6㈭14時から会京葉ガスF松戸ビ
ル5階会議室（傍聴は13時30分から受
け付け） 教育企画課☎366－7455

障害者計画推進協議会（策定部会）
日8/20㈭15時～17時会京葉ガスF松
戸ビル5階会議室傍聴定員先着5人（14
時45分から受け付け） 障害福祉課☎
366－7348、 366－7613

市などからのお知らせをお伝えするコーナーです。協働 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　

ちば電子申請
サービス

利用案内施設の詳細

市ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

お知らせ

講座・講演・催し

会議

A松戸市高校生英語スピーチ
コンテスト
8月22日㈯13時から　会場市民劇場

Bまつど国際文化大使委嘱式＆ 
懇親会～さまざまな国・地域の
大使と交流しませんか～ 要申込

9月6日㈰14時～16時　会場森のホー
ル21レセプションホール　定員先着
50人　費用500円（小・中学生無料）

C初級日本語教室(2学期、外
国人対象） 要申込

9月8日㈫から順次（火～金・日曜）
会場①文化ホール内国際友好ルーム
②明市民センター　定員各先着①20
人②15人　費用各学期1,000円およ
び各年度協会会費1,000円

DM
み ぃ あ

IEA世界めぐり
～CIR講座～世界の今を知ろう

〔全2回〕 要申込
8月28日㈮、9月4日㈮各10時30分
～12時　会場国際友好ルーム　講師
国際交流員　定員先着40人　費用各
700円（同協会会員500円）

E初級英会話講座〔全5回〕
要申込

9月1日～10月6日の火曜（9月22日
を除く）14時～15時30分　会場 
国際友好ルーム　講師国際交流員
対象英会話初級者（英検3級程度）
定員20人（会
員優先）
費用5,000円
（同協会会員
4,000円）

（公財)松戸市国際交流協会の催し

共通申A当日会場でBDE電話またはＥメールで同協会☎366－7310、
office@miea.or.jpへC8月3日㈪から、直接同協会へ
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利用期間利用期間契約日から2年間（継続可）　契約日から2年間（継続可）　1区画面積1区画面積15㎡15㎡
対象対象市内在住・在勤の世帯（1世帯につき2区画まで）市内在住・在勤の世帯（1世帯につき2区画まで）

電話で各農園主へ電話で各農園主へ

市民農園利用者を募集 要申込

みどりと花の課☎366－7378

農園名 所在地 使用料
（1区画、1年）

募集区
画数 農園主 電話番号

スダカ市民農園 六実１の61 9,000円 7 駿
す だ か

高 710－4203
たかはし市民農園 六実1の54の6 9,000円 5 高橋 387－7037
すずき市民農園 新松戸7の54 9,000円 2 鈴木 341－3882
げんき農園 根木内361 12,250円 4 梅澤 341－0222
きうち市民農園 金ケ作290の3 9,000円 10 木内 04－7176－7164
なかむら市民農園 旭町2の512の4 9,000円 1 中村 344－4347
さくら市民農園 旭町2の223 9,000円 2 鈴木 341－2220
おおかわ市民農園 八ケ崎5の27の3 12,000円 10 大川 341－5504
かわかみ市民農園 和名ケ谷695 9,000円 100 川上 391－0647
ゆあさ市民農園 紙敷1185の4 9,000円 1 湯浅 391－2081
サン市民農園 旭町3の850の1 9,450円 2 恩田 341－1973
さかい市民農園 幸谷594の1他 12,000円 5 酒井 347－7115
とびさわ市民農園 高塚新田394の1 9,000円 5 飛

とびさわ

澤 391－0468
ほうきや市民農園 樋野口484他 12,000円 16 堀切 362－5560
ベルウッド市民農園 松戸新田332の7 10,000円 5 鈴木 368－1441
とのうち市民農園 中金杉1の159他 12,000円 24 鈴木 343－8822

　市内の梨園で、甘くてみずみずしい梨がたわわに実りました。
　「幸

こうす い

水」「豊
ほうす い

水」の他、上品な香りと甘さが特徴の「かおり」、新しい
食感と甘さを兼ね備えた「あきづき」、酸味が少なく甘い上にひときわ
大きい「新

にいた か

高」など、人気の品種の梨も収穫されます。
　梨園によって梨の品種が違います。各園の梨を食べ比べてみてはいか
がでしょうか。

（一社）松戸市観光協会　松戸市観光梨園組合連合会事務局☎703－1100

※各園で新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行っ
ています。

※電話やFAXでの注文が可能な園もありますので、同協
会ホームページ掲載の各園にお問い合わせください。

100円引きクーポン券付き！100円引きクーポン券付き！梨園のパンフレットを配布中

配布場所とうかつ中央農業協同組合各支店、（一社）松戸市観光協会
の観光案内所、市役所・各支所など

時間15時〜16時30分　会場同館　対象小学生　定員各先着30人
②は先着50人　持ち物マスク着用（①は軍手も持参）　費用無料
※当日は30分前から入場可。①〜⑥は申込不要で、自由に参加でき
ます。　※3密を避けるなどの新型コロナウイルス感染拡大防止対策
を行っています。

同館☎344－8556

夏休みはあそびの基地☆夏休みはあそびの基地☆
青少年会館で遊ぼう！青少年会館で遊ぼう！

日程 内容
① 8/ 4㈫ ドライアイスで面白い実験を楽しもう！

② 8/ 6㈭ レジンでオリジナルのストラップを作ってみよう！

③ 8/11㈫ 実際に昆虫を見て！聞いて？くわしくなろう！

④ 8/14㈮ 紙芝居・絵本・折り紙

⑤ 8/18㈫ 点字版を使って自分の名前と絵を描いてオリジナル名刺を作
ろう！

⑥ 8/20㈭ 牛乳パックなどを使って紙トンボなどエコおもちゃを作ろう！

⑦ 8/23㈰
小学生向けのオンライン通信イベント 
※ちば電子申請サービスまたはEメール

mckozas@city.matsudo.chiba.jpで要申込。

まつど自慢の完熟梨を食べてみて！！まつど自慢の完熟梨を食べてみて！！

もぎとり標準価格開園期間 入園料

8月上旬～
10月上旬

1㎏当たり
650円 無料
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公式ホームページの
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利用期間契約日から2年間（継続可）　1区画面積15㎡
対象市内在住・在勤の世帯（1世帯につき2区画まで）

電話で各農園主へ
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市民会館プラネタリウム室
NAOKO SPACE PLANETARIUM

同館☎368－1237

8月の番組
投影日8月の水・木・土・日曜、祝日
定員各先着30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

キッズ＆ジュニアアワー 北斗と南斗の仙人
開始時刻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 木星・土星ランデブー2020
開始時刻10時30分（文字解説付き）、15時30分（各40分）
※8月の水・木曜は15時30分の回のみ。
内容木星と土星に注目し、観望の楽しみかたや最新の惑星探査を紹介

同協会
ホームページ

屋外市営プールを屋外市営プールを
8月は利用制限付きで開放します8月は利用制限付きで開放します

定員各回先着80人　予約受付日時利用日の前の週の月曜〜金曜10時〜
12時、13時〜15時

電話で運動公園プール☎363－9554、新松戸プール☎309－3000へ

プールの利用に事前予約は必要ありません　定員各回先着40人

要予約運動公園プール・新松戸プール

東部スポーツパークプール

スポーツ課☎703－0601、東部スポーツパーク☎391－0944

　新型コロナウイルス対策のため、子ども用プールは開放
しません。50ｍ・25ｍプールのみ開放し、泳ぐ・歩くのみ
の利用になります。
対象者市内在住の小学4年生以上
利用時間（各回総入れ替え制）
1回目9時〜11時、2回目12時〜14時、3回目15時〜17時
※詳細は市ホームページをご覧ください。　 

市ホームページ

ちば電子申請
サービス

広報まつど　2020（令和2）年8月1日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報まつどに掲載している内容などが変更または中止となる場合がありますのでご了承ください。



☎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など）を案内〕。

救急医療体制
※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

募集職種 勤務日 勤務時間 時給
①一般事務（窓口・電話対応など） 週5日 8:30〜16:30または9:00〜17:00 987円〜1,003円②障害者を対象とした、一般事務 週5日　※応相談 8:30〜16:30（週20時間以上）　※応相談
③看護事務補助者

週5日

8:30〜16:00 　995円〜1,025円
④医師事務作業補助者 8:30〜16:30 1,018円〜1,092円
⑤看護補助者 1,032円〜1,104円
⑥薬剤師（育休代替） 8:30〜17:00のうち7時間15分以内

※応相談
1,525円〜1,738円

⑦臨床検査技師（育休代替） 1,369円〜1,738円

⑧保育士 週3〜5日 7:00〜21:00のうち3時間〜7時間15分
（週15時間以上） 1,142円〜1,214円

総合医療センター会計年度任用職員（パートタイム）を募集します

児童扶養手当・松戸市ひとり親家庭等医療費等助成の
年度更新は、8月31日㈪まで
　７月下旬に「児童扶養手当現況届」「松戸市ひとり親家庭等医療費等助
成受給資格継続登録申請書」を対象者に発送しています。
　また、児童扶養手当受給から５年等が経過した受給者には6月下旬に

「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を発送していますの
で、併せて提出してください。　
※提出が遅れると、児童扶養手当が減額・停止され、11月以降の医療
費等助成の受給資格が失われることがあります。

8月31日㈪まで、就労相談・児童の修学資金等の貸付相談・ひとり
親家庭向けの生活全般の相談ができるコーナーを設けています
会場市役所本館２階大会議室

遺児手当の8月期分（4月～7月分）を８月７日㈮以降に
支給します
支給額（児童１人につき）父母の一方と死別＝月額5,500円、父母と死
別＝月額10,500円

ひとり親家庭への
支援・助成のご案内

募集要件②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つ ⑥薬剤師免許
を持つ ⑦臨床検査技師資格がある ⑧保育士資格
があり、早番または遅番ができる
※詳細は同センターホームページ
をご覧ください。
問同センター総務課

☎712－2511（内線2195） 同センター
ホームページ

子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

人事課☎366－7306
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詳細は、各行事などのお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページをご覧ください。

お盆期間中（8月13日～16日）の急病救急医療・在宅当番医・待機病院
在宅当番医9時〜17時
待機病院17時〜翌朝9時（土・日曜、祝・休日は9時〜翌朝9時）

※受診前に医療機関に電話してください。健康保険証などを必ず持参してください。

診療日時 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

毎日
18時〜
23時 小児科 夜間小児急病

センター 千駄堀993の1 712ー2513
20時〜
23時 歯科 休日土曜日夜間歯科

診療所 竹ケ花45の53 365ー3430

8/13
㈭

在宅
当番医 歯科 なかざわ歯科医院 三矢小台2の17の

1 369ー1355

待機
病院

内科・
小児科系 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384ー8111
外科系 五香病院 五香8の40の1 311ー5550

8/14
㈮

在宅
当番医 歯科 白石歯科医院

八ケ崎7の45の3
グリーンヒル八ケ
崎104

343ー5711

待機
病院

内科系 新東京病院 和名ケ谷1271 711ー8700
小児科 市立総合医療センター 千駄堀993の1 712ー2511
外科系 東葛クリニック病院 樋野口865の2 364ー5121

診療日時 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

8/15
㈯

在宅
当番医 歯科 山本歯科医院 串崎南町26 389ー8841

待機
病院

内科・
小児科系 新松戸中央総合病院 新松戸1の380 345ー1111
外科系 五香病院 五香8の40の1 311ー5550

8/16
㈰

在宅
当番医

内科・
小児科 松戸タワークリニック

松戸1139の2
ライオンズステー
ションタワー松戸
3階

331ー0143

小児科 はらだ小児科 小金44の8
高橋第2ビル2階 340ー6767

整形外科 せき整形外科
クリニック

五香7の55の1
第一国分ビル1階 311ー7770

歯科 アウルデンタル
クリニック

松戸新田463の3
ゲートハウス102 711ー9020

待機
病院

内科・
小児科系 千葉西総合病院 金ケ作107の1 384ー8111
外科系 新東京病院 和名ケ谷1271 711ー8700

地域医療課☎366－7771

受験案内書配布8月15日㈯ま
で、直接人事課（土・日曜、祝
日を除く）または市ホームペー
ジで　試験日9月20日㈰　試験
会場流通経済大学新松戸キャン
パス他
受験資格❶1961年4月2日〜
1990年4月1日生まれ❷1970
年4月2日以降に生まれ、通常
の勤務時間に勤務することがで
き、次のいずれかに該当する●

身体障害者福祉法第15条に定
める身体障害者手帳の交付を受
けている●都道府県知事または
政令指定都市市長が発行する療
育手帳の交付を受けている●児
童相談所等により知的障害者で
あると判定された●精神保健お
よび精神障害者福祉に関する法
律第45条に定める精神障害者
保健福祉手帳の交付を受けてい
る❸1994年❹1990年❺1996
年の各年の4月2日以降生まれ
※その他の受験資格は受験案内
書をご覧ください。

 8月15日㈯〔消印有効〕まで
に、郵送で

※「民間企業等」には、会社員・自営
業者・公務員・青年海外協力隊な
どが該当します。

※民間企業等職務経験者採用試験の
教養試験は、事前の公務員試験対
策を必要としない内容です。

※詳細は受験案内書をご覧ください。

試験区分 募集人数 受験
資格

事務職
5人程度

❶

司書 3人程度

技術職
土木 5人程度
建築 1人程度

社会福祉士 3人程度

保育士 10人程度

言語聴覚士
1人程度

言語聴覚士 ❹
上級事務職

5人程度 ❷
初級事務職

初級事務職 若干名 ❸
保育士 15人程度 ❹

民間企業等
職務経験者

保健師 3人程度
❶

歯科衛生士
1人程度

歯科衛生士 ❹
民間企業等
職務経験者

看護師
1人程度

❶

看護師 ❹
上級

20人程度
❸

初級 ❺

行
政
職

障
害
者

消
防
職

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者

市職員を市職員を
募集します募集します

松戸みどりと花の基金松戸みどりと花の基金

あさがお展あさがお展
　変化あさがおを含む、数十点の
あさがおを展示します。
日時8月14日㈮〜18日㈫各8時〜11時
会場金ケ作育

い く び ょ う ほ

苗圃（金ケ作246）
同基金☎710－2851



●グラウンド・ゴルフ教室
8/23㈰9:00～12:00　会場東

と う ぜ ん じ

漸寺本堂
裏広場（駐車場使用不可）　定員先着50
人　問堀☎344－1735

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。

◆夏のピアノコンサート（水沼安
あ ん り

理主催）
8/2㈰12:00問あんり先生ピアノ教室
☎342－6241
◆松戸ピアノ・バイオリン教室発表会
8/12㈬10:00問松戸ピアノ教室☎367
－8338
◆松戸市高校生英語スピーチコンテスト
8/22㈯13:00問文化観光国際課☎366
－7327
◆フリーコンサートin松戸2020
8/23㈰13:00問永松☎090－7245－
5913

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※マスク着用。
※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。

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。

　開館状況などはホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

市民会館
☎368−1237

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）

 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

小
ホ
ー
ル

16㈰ 17:00 クラシックバレエ コッペリア 
発表会

同団体・上野
☎080－3275－0524

◆韓
かんぎょうけん

暁娟ソプラノシリーズコンサート
9/2㈬14:00　会場小ホール　費用全席
自由3,500円（当日券3,900円）　※小
学生以上はチケット必要

ちば電子申請
サービス

夏休みを利用して定期予防接種を受けましょう
●麻しん・風しん混合（MR）第2期予防接種
対象2014（平成26）年4月2日～2015（平成27）年4月1日生まれの人
※接種期間は2021（令和3）年3月31日まで。
●ジフテリア・破傷風混合（DT）第2期予防接種
対象小学6年生以上13歳未満
●日本脳炎第2期予防接種
対象9歳以上13歳未満　※2007（平成19）年4月1日
以前の生まれの人は、20歳になるまで接種できます。

ロタウイルス感染症予防接種が10月1日から定期予防
接種になります
対象2020（令和2）年8月1日以降に生まれた人　※2020（令和2）年10
月以前の予防接種は費用が自己負担になります。
持ち物ロタウイルス感染症予診票、母子健康手帳、健康保険証、子ど
も医療費助成受給券　※県内（市外）にかかりつけ医がいる人や、や
むを得ない事情により市内で予防接種を受けることができない人は、

「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」
に参加している県内の他市町村の医療機関で
も、接種できます。実施医療機関は市ホーム
ページをご覧ください。　※里帰り出産など
で千葉県外での予防接種を希望する人は、事
前の手続きが必要です。詳細は市ホームページをご覧ください。　

共通転入・紛失等で予診票がない人は以下のいずれかの方法で申し込
んでください
❶直接、健康推進課予防衛生班（中央保健福祉センター3階）で❷各
支所の市民健康相談室窓口で❸市ホームページから申込書を印刷して
必要事項を記入し、母子健康手帳の子どもの名前が分かるページと予
防接種のページ全て（海外で予防接種を受けたことがある人は、その
接種記録が分かるもの）のコピーを添付して、〒271－0072松戸市
竹ケ花74の3　健康推進課予防衛生班（☎366－7484）へ　※❶❷は
母子健康手帳を持参。　※❶は即日発行、❷❸は後日郵送で。

健康推進課予防衛生班☎366－7484

広報まつど　2020（令和2）年8月1日6

スマートフォン・タブレット用アプリ「マチイロ」を利用して広報まつどを配信しています。ぜひご利用ください。

健康ファイル まつど健康マイレージ付与 …

要申込 15

要申込

要申込 1

要申込 5

要申込 5

事前手続きの
方法

実施医療機関

道路はみんなの財産です
正しく大切に使いましょう

●カーブミラー・ガードレールなどの破損や、道路の陥没を発見し
た場合はご連絡ください

●道路上空に突出している日よけや看板は、道路占用の申請と許可
が必要です

●道路上に無許可で看板・のぼり旗・商品などを置くことは禁止さ
れています。「段差の乗り上げブロック」や「鉢植え」なども
置かないでください

●道路にはみ出している植栽などは剪
せ ん

定
て い

してください

市道について建設総務課☎366－7357、道路維持課☎366－7358
　県道について東葛飾土木事務所管理課☎364－5138

8月は道路ふれあい月間

介護者のつどい
8月22日㈯10時～11時30分　会場笑顔のおうちクリニック（栄町西）
対象介護をしている人　定員先着8組　費用無料

電話で明第2西高齢者いきいき安心センター☎382－5707へ

認知症サポーター養成講座（六実六高台）
8月25日㈫9時30分～11時　会場六実市民センター　
対象市内在住・在勤　定員先着25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

認知症サポーター養成講座（馬橋西）
8月25日㈫10時～11時30分　会場馬橋市民センター　
対象市内在住・在勤　定員先着8人　費用無料

電話で馬橋西高齢者いきいき安心センター☎711－9430へ

「悪質商法！次の狙いはあなたかも？」講習会
9月25日㈮13時30分～14時30分　会場常盤平市民センター　
講師市消費生活センター職員　定員先着20人

電話で常盤平団地高齢者いきいき安心センター☎382－6535へ

9月に開催を予定していた、健康づくりグラウンド・ゴルフ
大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します

健康推進課☎366－7484

食中毒にご注意ください！
　食中毒予防の三原則は「細菌を付けない・増やさない・やっつける」です。
付けない調理や食事の前には必ず手を洗いましょう。
増やさない生鮮食品やお惣菜は、購入後早めに食べるようにしましょう。
やっつけるしっかり加熱（肉は中心部を75℃で1分以上）してから食べましょう。

健康福祉政策課☎704－0055

集団乳がん検診①エコー（超音波）②マンモグラフィ（2方向）
③マンモグラフィ（1方向）
検診実施時期10月～2021（令和3）年2月
対象年齢市内に住民登録がある女性のうち、2021（令和3）年3月31日時
点で①30・32・34～39歳、41・43・45・47・49歳②40・42・44・
46・48歳③50歳以上の偶数年齢　※次のA～Dのいずれかに該当する40
歳以上の人は①のみ受診できますA妊娠中または妊娠の可能性がある B出
産後1年以内または授乳中Cシリコン等使用の豊胸術を受けたD胸部に医
療精密機器を挿入している　※1年以内に胸部、脇、肩などの手術した人
は集団検診では②③は受診できません。
会場①中央・常盤平・小金各保健福祉センター、新松戸市民センター②①
の会場、東部スポーツパーク、六実市民センター別館③②の会場、小金原
市民センター、総合福祉会館　※ママサポートは実施しません
持ち物共通受診券（きみどり色）または特定健康診査等受診券（きみどり色）
※同受診券がない場合は健康推進課にお問い合わせください。
費用①③400円②700円　※以下のいずれかに該当する人は無料●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●市民税非課税世帯

8月31日㈪〔消印有効〕までに、以下の方法で●市役所・各支所内の市民健
康相談室に直接（土・日曜、祝日を除く）●ちば電子申請サービス●電話また
ははがきに、郵便番号・住所・氏名・生年月日・年齢・電話番号・登録番号

（受診券に記載の8桁以内の番号）・対象の検査名（上記 A～Dに該当する人は
該当項目を記入）・希望会場（中央保健福祉センター希望の場合は土曜希望
の有無も）を記入して、〒271－0072松戸市竹ケ花74の3　健康推進課集
団乳がん検診担当☎366－7487（土・日曜、祝日除く）へ。　※乳がん検
診日程通知は9月下旬に送付予定です。令和元年度に同集団検
診を受けた人は申し込み不要です。　※31・33歳、50歳以上
の奇数年齢の女性で、令和元年度松戸市乳がん検診未受診の人
は、特例として受診可能です。詳細はお問い合わせください。

健康推進課☎366－7487



白井聖地公園行き季節バスを運行します

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、助成マークは市民活動助成事業です）
日…日時、日程　会…会場　内…内容　講…講師　対…対象　定…定員　持…持ち物　
費…費用（ …入会金） ※記載がないものは無料　申…申し込み先　問…問い合わせ先

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 ㈪〜㈮ 8:30〜16:30 高齢者支援課☎366－1100

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☎365－9666

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 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
（電話相談）

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 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（3階）
男女共同参画課
☎364－8783

（予約優先）

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・登記相談
の予約は、相談日の１
カ月前から前日の17
時まで
※ 税 務 相 談の予 約
は、相談日の１カ月前
から前々日の17時ま
で

広報広聴課広聴担
当室

（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

（法律・不動産・税
務・登記相談予約）
☎366－1162

（行政書士相談予約）
行政書士相談事務
局・初

は つ み

見☎316－
1950（予約専用㈪
〜㈮9時〜17時）

法律相談（随時予約）
第1㈪のみ   9:00〜12:00

㈪㈫㈭
 (第1㈪・2㈪㈭を除く）13:00〜17:00

交通事故相談 ㈪㈫㈭ 9:00〜17:00★
行政相談 第4㈪   9:30〜12:00

行政書士相談（予約制） 第2㈭   9:00〜12:00

不動産相談（予約制） ㈬
（第2㈬を除く） 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.
※电话中文咨询时间表如左图
※Your information will be strictly 
protected.
※咨询之事保守秘密

※その他
ほ か

の言
げ ん ご

語については、モバイル
通
つ う や く き

訳機（テレビ電
で ん わ つ う や く

話通訳）を利
り よ う

用して相
そ う だ ん

談
できます。

Thu, Fri 10:00〜13:00

中文 Chinese
星期一・二・三 10:00〜13:00

星期四・五 13:00〜16:00

Tagalog・Filipino Thu 10:00〜13:00

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
支局で行っています

㈪〜㈮   8:30〜17:15 法務局人権ダイヤル☎0570－003－110

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

◆2020（令和2）年度の市民チャリティー
フェスティバルは中止します
問理 容 組 合 松 戸 支 部・ 三 輪 ☎090－
3098－2921
●だれでもできる！やさしい詩吟教室
日8/5㈬・12㈬各18時〜20時会常盤平
市民センター申電話で松

しょうほうかい

鳳会・長谷川☎
090－3046－4991へ
◆税理士税務無料相談会
日8/6㈭・20㈭、9/10㈭・24㈭各10時
〜15時会松戸商工会議所（松戸駅下車）
申電話で千葉県税理士会松戸支部☎366
－2174へ
◆夏休み企画 !! 伝統文化こども生け花
教室①④生け花②③ハーバリウムオリジ
ナルペンまたは箸置き
日①8/8㈯②8/22㈯③8/23㈰④8/29㈯
①②④14時〜15時③13時〜14時、14
時〜15時会①③八柱②④稔台各市民セ
ンター対3歳〜大学生（保護者同伴可
※未就学児は要保護者同伴）費各1人
2,000円定各先着20人申電話で華道育
成会・藤

ふじひら

平☎090－2909－6159へ

●太極拳無料体験会
日①8/3㈪・17㈪・24㈪各14時〜16時
②8/5㈬・19㈬・26㈬各13時〜15時会
①稔台②明各市民センター申電話で健

けんしん

身
まほろば太極拳・芦沢☎080－2010－
1170へ
●やさしい囲碁（入門～上級）〔全4回〕
日8月の㈭13時30分〜17時会日本棋院
松戸生涯学習支部（新京成五香駅下車）
費2,000円申電話で同支部入門サーク
ル・岩島☎388－3022へ
●エゾ・エミシの勢力圏にある古代陸奥
（岩手・宮城）の由来と信仰文化
日8/12㈬13時30分〜16時30分会市民
会館費1,000円申電話で古代史研究会
松戸〔葛飾塾〕・櫛

く し だ

田☎070－6520－
2267へ
●シルバーショートテニス教室（スポンジ
ボール）〔全9回〕
日9月〜11月の㈪11時30分〜12時50分
会運動公園体育館定先着20人費1回500
円申電話で松戸シルバーテニス連盟・藤
井☎366－3600へ

◆楽しい健康体操「わくわくストレッチ
クラブ」高齢者運動指導員養成講座〔全
8回〕
日9月・10月の㈫（ 9/22を除く）15時
〜17時30分会ゆうまつど対週1回以上
ボランティアで指導サポートできる人定
20人（抽選）申8/15㈯までに、電話で
NPO人材パワーアップセンター・松山
☎369－5737（18時以降）へ

●硬式テニス教室①②③初心者④初心者
シニア
日①9月〜11月の㈪、10月〜12月の②③
㈯④㈫会①③④栗ケ沢②中央各公園庭
球場対①②③中学生以上④50歳以上定
各先着①②③60人④30人費各10,000
円申8/15㈯までに、電話で松戸市テニ
ス協会☎341－1133(㈫㈭㈯12時30分
〜16時30分）へ

　本・チラシ・牛乳パックなども同様にひもで
縛って出してください。雑がみ（菓子箱など）は
紙袋に入れて出すこともできます。
※畳んでいない段ボールの中に、他の段ボール

を詰めたり、ハンディラップ（梱包用フィルム）
で巻いてある場合は収集できませんのでご注
意ください。 ハンディラップ

問環境業務課☎366－7333

段ボール・新聞・雑誌などは、紙ひもか
ビニールひもで十文字に縛って出してください

白井聖地公園行き（往路）
停留所 五香駅西口 旧六高台病院 六実駅入口

運賃 現金 630円 550円 510円
ICカード 629円 546円 504円

時刻
8時 00　30 05　35 10　40
10時 50 55
11時 20 25 00　30
13時 40 45 50

五香駅西口行き（復路）
停留所 白井聖地公園

運賃 往路区間と同額

時刻
10時 00　30
12時 50
13時 20
15時 40

●六実サッカークラブ
日㈰13時〜17時会六実小学校対5歳
〜小学生費月1,500円（未就学児500円、
小学1・2年生1,000円） 1,000円
問小巻☎090－8305－0603
●松戸七宝焼サークル
日㈮9時〜13時会矢切公民館費月500
円 2,000円問藤本☎391－1917
(昼間のみ）
●SSPフラメンコ松戸サークル
日月2回㈰13時〜16時会青少年会館他

費月5,000円 5,000円問梅沢☎345
－0252（夜間のみ）
●ベーシックダンスサークル
日㈬12時〜14時会小金市民センター
費月2,800円 1,000円問飯村☎070
－8404－9234
●親子リトミックサークル「きらりずむ」
日月1回㈪または㈭9時30分〜10時
30分会市民交流会館（すまいる）他
対未就園児と保護者費月500円問いず
み☎090－6514－3247（昼間のみ）

会 員 募 集

運行日8月14日㈮ 〜16日㈰　所要時間片道約40分　
運行区間五香駅西口〜旧六高台病院〜六実駅入口〜白井聖地公園

※子ども運賃は半額。　※往路は乗車のみ、復路は降車のみの運行。　
※運賃は前払いです。降車する停留所を告げて運賃を支払ってください。
問ちばレインボーバス㈱☎0476－46－0022

広報まつど　2020（令和2）年8月1日

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。　 広報広聴課（広報担当）☎366－7320
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ドミニカ共和国の観光スポット

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

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081

カリブ海のビーチ
　1492年、現在のドミニカ共和国
があるイスパニョーラ島に到着し
たコロンブスは、「天国にも勝る美しい島だ！」と驚い
たと伝えられています。コロンブスが「銀の海（プエル
ト・プラタ）」と名付けた海岸もあり、美しいビーチリ
ゾートには世界各国から多くの観光客が訪れます。 

　7月に発生した九州南部を中心とした豪雨によりお亡
くなりになられた方のご冥福をお祈りするとともに、被
災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染者が東京都を中心に大
幅に増加しています。6月29日から7月26日までの感染
者数をみますと、東京都で5,101人、千葉県で526人
と、第1波のピーク時にも匹敵する感染者数が確認され
ています。松戸市でも同時期に43人の感染が確認され、
うち20～30歳代の若者が26人と全体の6割を占めてい
ます。また、市外患者との接触が10人、会社員23人の
大部分は東京都内に勤務されている方です。東京都の感
染者数を人口50万人当たりでみますと松戸市の4～5倍
で、東京都への移動には特に注意する必要があります。
　このような状況の中、今後、市内での感染拡大を考え
た時、医療体制の整備は必要不可欠です。特に「PCR検
査」「抗原検査」「抗体検査」それぞれの検査方法の特
徴を生かした検査体制の構築と、感染者が発生した時に
早期に対応ができる体制を整備することが重要だと考え
ています。
　「PCR検査」は、陽性・陰性の確定診断の精度が高
く、行政検査に用いられています。検査範囲の拡充が図
られてはいますが、市民の皆さんからはなかなか検査が
受けられないという声を聞いています。「抗原検査」
は、短時間で判定結果が分かり、最近では専用の検査装
置を用いた定量検査という手法を実施することで感度が
高くなることが分かっています。「抗体検査」は、抗体
が検出可能になるには、感染後2週間程度必要なため、
感染初期の方には適していないといわれていますが、日
本相撲協会やプロ野球球団が関係者に検査を実施し、抗
体保有者にはPCR検査を併せて実施しています。
　市としては、市民の皆さんが検査を受けることがで
きる機会を増やし、感染が確認された方への早期の対
応を図ることで感染拡大を防止し、市民の皆さんの安
全と安心を確保していきたいと思っています。具体的
には、感染リスクの高い高齢者や高齢者施設等の従事
者など希望する方を対象に、抗原検査を（費用の一部を
市が負担）受けていただくことなどを検討しています。
　市民の皆さんには、新型コロナウイルスの感染防止と
社会経済活動が両立できるよう、マスクの着用や体調の
悪い方、発熱等の症状がある方は不要不急の外出を控
えるなど、新しい生活様式に沿った感染予防策を実践
し、習慣づけていただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス検査体制の充実

　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

人口と世帯 〔2020（令和2）年7月1日現在〕 〔　〕内は前月比

※住民基本台帳の登録数に基づき集計した人口です。

人口 499,196  人 〔 △ 32 〕 男 248,435  人〔 △ 12〕
世帯 242,525  世帯〔 75 〕 女 250,761  人〔 △ 20〕

市ホームページ

パソコン・スマートフォン版 モバイル版
2020.8.1
（令和2年）

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。

歩あ

お

い生
ち
ゃ
ん

佳け

い

や也
ち
ゃ
ん

2019（令和元）年11月生
我が家に生まれてきてくれ
てありがとう。佳也の笑顔に
毎日癒

いや

されています。愛して
るよ。 

陽葵ちゃん2018（平成30）年12月生
心陽ちゃん2020（令和2）年2月生
元気いっぱい！ 妹想いの優しいひなた
ちゃん。いつもニコニコみんなを癒

いや

し
てくれるこはるちゃん。ずーっと仲良し
姉妹でいてね♡

2018（平成30）年6月生
お散歩と水遊びが大好きです。
最近一人ですべり台ですべれ
るようになりました。

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

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2歳未満）の写真募集中!

もっと
知りたい
もっと
知りたい

ドミニカ共和国×松戸市×ルーマ
ニア

8

2021（令和3）年松戸市成人式を開催します
1月11日㈷　会場森のホール21　対象2000（平成12）年4月2日～2001（平成13）年4月
1日生まれの人　※対象者には11月に案内状を発送予定。
※新型コロナウイルスの影響により、内容などを変更する場合があります。

元山駅ビル内に中高生の居場所
「青少年プラザ」が開館

子どもわかもの課☎366－7464

問社会教育課社会教育班☎366－7462

きれいで過ごしやすい館内

ボッチャ親子体験試合 in  松戸  参加者募集！

新型コロナウイルス感染拡大防止のために
◆利用者数を10人程度に制限します
◆入館時はマスクの着用と手指の消毒をお願

いします
◆発熱や咳などの風邪症状がある人、14日

以内に、風邪症状で受診や服薬をした人お
よび海外から帰国した人は利用できません

新成人キャストを募集新成人キャストを募集
　成人式を一緒に作り上げていきます。打ち合わせを
年8回程度予定しています。
※謝礼や交通費などの支給はありません。

電話またはEメールで同班☎366－7462、
mcseijinsiki@city.matsudo.chiba.jpへ

要申込

要申込

心に残る成人式を
プロデュースしてみませんか

ドミニカ共和国観光省提供 

陽ひ

な

た葵
ち
ゃ
ん（
右
） 

心こ

は

る陽
ち
ゃ
ん（
左
） 

メールフォーム

市ホームページ

開館日 月・金曜～日曜、祝・休日
※8月は9日㈰～16㈰を除き開館。
開館時間 月・金曜15時～20時、

土・日曜、祝・休日および8月は13時～20時
場所 新京成元山駅ビル3階

　「青少年プラザ五香六実」は、中高生世代が自由に利用
でき、自主的な活動や体験の他、カウンセラー資格を持つ
スタッフと気軽におしゃべりや相談ができます。パソコン
やタブレット端末、本・雑誌、ボードゲー
ムを用意していますので、思い思いに過ご
すことができます。

無料

スタッフ常駐飲食自由

手ぶらOK

　東京2020パラリンピックの競技種目である「ボッチャ」の親子体験試合
を開催します。簡単に楽しめますので、ぜひご参加ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施して開催します。

日程8月21日㈮　時間小学１〜３年生の部10時～12時30分（9時
30分開場）小学４〜６年生の部13時30分～16時（13時開場）
会場運動公園体育館　対象市内在住・在学の小学生
とその保護者のペア　定員各先着10組　費用無料

8月14日㈮までに、市ホームページで
※詳細は市ホームページをご覧ください。

東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081
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