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広場内にある約5万㎡の千駄堀池には、さまざまな
いきものが生息しています。豊かな自然をたよりに、秋
から冬にかけて渡り鳥も多く飛来します。今年は大型
イベントの開催がありませんが、紅葉も始まり写真映え
するスポットが多くあります。ぜひお越しください。
問同広場管理事務所☎345－8900

21世紀の森と広場の池で見られるいきものたち

て
池の水を抜い
きもの
見つかったい
外来種

7月19日に実施し、8月30日にテレビ東京「緊急SOS！池の水ぜんぶ抜く大作戦」で様子が放映さ
れた外来生物調査では、計2,437匹のいきものが見つかりました。その中から一部をご紹介します。
外来種

オオクチバス

在来種

ミシシッピアカミミガメ

84匹

4匹

ギンブナ

2匹

111匹

北アメリカ原産。捕食性が
強く、小魚やエビなどを食べ
在来種を大きく減少させてし
まう。今回の調査では40cm超
の大型から今年生まれた稚魚
までさまざまなサイズが捕獲
され、繁殖していることが明
らかになった。

北アメリカ原産。寿命が20
年～30年と長生きすること
から、飼いきれなくなり捨て
る人が続出し、全国で定着し
た。水草を食べ、在来種が住
みづらい環境にしてしまう。

千駄堀池での警戒レベル：

千駄堀池での警戒レベル：

いきものの捕獲や分析にご協力いただいた
NPO birth レンジャー・環境教育部・杉山俊也さんのコメント
捕獲された総数では在来種の方が多
いという結果でしたが、種の数として
は外来種が13種で、これは在来種9種
の1.5倍に相当します。
外来種は人が持ち込んだと思われ、今
後も対策を継続的に行っていく必要があ
ります。そして「いきものを放さない・
持ち込まない」というルールを多くの人
に守ってもらうことも大切です。

川や池沼をはじめ幅広い淡
水域に生息し、全国的に広く
分布している。千葉県の絶
滅危惧種（一般保護生物）だ
が、千駄堀池では多く発見さ
れた。

千駄堀池でのレア度：

その他の調査結果を見るには

外来種を
増やさないために

調査結果を展示します

いきものを
持ち込まないで！
同広場ではいきものの持
ち込みを禁止していま
す。ルールを守って、豊
かな自然を未来へつなげ
ましょう。

テレビで放映された内容よりも
詳しい調査結果を展示します。
日時11月19日㈭〜30日㈪
会場市役所1階連絡通路

市公式
ホームページの
妖精「まつまつ」

市ホームページで
紹介します

右記QRコードか
らご覧ください。

市ホームページ

広場内の新しい遊び空間

池でみられる
鳥たち
撮影：
新堀正則

池ではカワセミが
頻繁に見られます。
また、さまざまな種
類の カ モ た ち が 、
千 駄 堀 池 で 厳しい
冬を過ごします。

モクズガニ

河口から川を上って池など
で育ち、再び河口に戻って産
卵する。この種が見つかった
ことで、千駄堀池が今も江戸
川を通じて海とつながり、生
き物の往来ができていること
が分かった。

千駄堀池でのレア度：

バ ー ス

杉山俊也さん

在来種

撮影：吉田隆行

撮影：
吉田隆行

た ば た い つ お

撮影：多葉田五男

撮影：池田日出男

「あそびのすみか」
整備のための寄附に
ご協力をお願いします
子どもたちが自然への興味や関心を
育み、公園の新たなる魅力となる遊び
空間「あそびのすみか」の大型遊具を
2021（令和3）年度に整
備するための寄附を受
け付けています。詳細
は市ホームページをご
市ホームページ
覧ください。

11月30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
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広報まつど 2020
（令和2）年11月15日

財政事情

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

2019（令和元）年度決算概要

歳入 1,574億7,720万円

一般会計
歳出 1,512億7,129万円

⑬その他

⑫市債112億6,820万円（7.2％）

36億427万円
（2.2％）

⑪諸収入35億2,176万円（2.2％）

105億3,468万円
（7.0％）

⑨県支出金

⑦教育費

101億8,166万円（6.5％）

129億4,438万
（8.6％）

①市税

⑧国庫支出金

⑥消防費

704億9,600万円
（44.8％）

317億8,924万円（20.2％）

56億5,304万円
（3.7％）

⑤土木費

⑦使用料および手数料

8億4,310万円
（0.6％）

③衛生費

15億1,682万円（1.0％）

171億3,419万円
（11.3％）

⑤地方交付税70億6,604万円（4.5％）

④地方特例交付金11億127万円（0.7％）
③地方消費税交付金78億7,680万円（5.0％）

②利子割交付金

5,893万円（0.0％）

特別会計
会計名
国民健康保険特別会計
松戸競輪特別会計
公設地方卸売市場事業特別会計
駐車場事業特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
合計

予算現額
451 億 6,522 万円
257 億 4,363 万円
1 億 1,167 万円
1 億 5,300 万円
385 億 6,175 万円
59 億 1,493 万円
1,156 億 5,020 万円

収入済額
442 億 2,208 万円
266 億 9,012 万円
1 億 689 万円
1 億 9,725 万円
373 億 1,671 万円
59 億 8,588 万円
1,145 億 1,893 万円

支出済額
438 億 6,431 万円
252 億 3,730 万円
9,882 万円
1 億 1,251 万円
363 億 2,023 万円
58 億 8,748 万円
1,115 億 2,065 万円

区分
収益的収入＊１
収益的支出＊１
資本的収入＊２
資本的支出＊２
収益的収入＊１
収益的支出＊１
資本的収入＊２
資本的支出＊２
収益的収入＊１
収益的支出＊１
資本的収入＊２
資本的支出＊２

予算
16 億 8,181 万円
16 億 5,799 万円
2,948 万円
4 億 8,743 万円
228 億 8,712 万円
254 億 4,698 万円
14 億 6,965 万円
21 億 9,618 万円
119 億 6,124 万円
118 億 4,391 万円
59 億 3,061 万円
90 億 757 万円

決算
16 億 5,294 万円
16 億 822 万円
2,891万円
4 億 3,385 万円
223 億 1,132 万円
248 億 2,321 万円
14 億 6,924 万円
21 億 4,864 万円
120 億 2,804 万円
113 億 7,388 万円
48 億
74 万円
77 億 1,643 万円

市内の水道は、県営のもの

科目

予算現額

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。

市税
690億円
地方交付税
75 億 344 万円
国庫支出金
894 億 2,462 万円
市債
115 億 2,960 万円
県支出金など 374 億 3,439 万円
合計
2,148 億 9,205 万円
繰越分

16 億 8,331 万円

予算現額

総務費
626 億 232 万円
民生費
844 億 2,472 万円
衛生費
164 億 6,435 万円
土木費
144 億 516 万円
教育費
156 億 6,024 万円
公債費
112 億 8,080 万円
消防費など
100 億 5,446 万円
合計
2,148 億 9,205 万円
繰越分

16 億 8,331 万円

支出済額
金額
540 億 994 万円
376 億 414 万円
75 億 7,288 万円
65 億 8,441 万円
52 億 2,277 万円
51 億 2,168 万円
39 億 3,812 万円
1,200 億 5,394 万円
6億

●健全化判断比率
指標名

執行率
86.3%
44.5%
46.0%
45.7%
33.4%
45.4%
39.2%
55.9%

322 万円 35.8%

算定
結果

※繰越分を含
みます。
※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。

令和元年度決算額
28 億 3,835 万円
58億 142万円
9 億 2,893 万円
5,879 万円
34 億 1,059 万円
31 億 6,364 万円
6,140 万円
162 億 6,312 万円

実質赤字比率
－％
連結実質赤字比率 －％
実質公債費比率 0.6%
将来負担比率
－％

●資金不足比率
早期健全化 財政再生
基準
基準
11.25%
16.25%
25.0%
350.0%

20.00%
30.00%
35.0%

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
水道事業
病院事業
下水道事業

－％
－％
－％
－％

20.0%

※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。将来負担比率は算定さ
れないため、「―％」で表示しています。

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

会計名
予算現額
収入済額
収入率
支出済額
国民健康保険特別会計
430 億 9,520 万円 192 億 1,286 万円 44.6% 151 億 7,005 万円
松戸競輪特別会計
193 億 6,233 万円 30 億 3,768 万円 15.7% 18 億 8,655 万円
公設地方卸売市場事業特別会計
1 億 1,434 万円
6,256 万円 54.7%
4,905 万円
駐車場事業特別会計
1 億 5,400 万円
1 億 2,323 万円 80.0%
1,941 万円
介護保険特別会計
410 億 4,448 万円 188 億 5,984 万円 45.9% 150 億 9,612 万円
後期高齢者医療特別会計
66 億 2,426 万円 23 億 8,264 万円 36.0% 11 億 5,021 万円
新松戸駅東側地区
2 億 7,763 万円
1 億 5,789 万円 56.9%
2,290 万円
土地区画整理事業特別会計
合計
1,106 億 7,224 万円 438 億 3,670 万円 39.6% 333 億 9,429 万円

●企業会計

●一般会計・歳出
科目

4 億 4,203 万円 26.3%

令和2年度予算額
27 億 6,453 万円
61 億 1,143 万円
10 億 4,036 万円
3,491 万円
33 億 9,987 万円
31 億円
7,155 万円
165 億 2,265 万円

健全化判断比率等

●特別会計

収入率
57.0%
70.5%
72.8%
0.0%
44.2%
58.8%

会計名
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
水道事業会計
病院事業会計
下水道事業会計
公設地方卸売市場事業特別会計
合計

と市営のものがあります。

2020（令和２）年度予算執行状況
収入済額
金額
393 億 1,457 万円
52 億 8,674 万円
651 億 4,174 万円
0円
165 億 4,028 万円
1,262 億 8,333 万円

民生費

土木費
商工費

＊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。

●一般会計・歳入

款

衛生費

企業会計

●2019（令和元）年度に行った
主な事業（金額は予算執行額）

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、事業の振興のため
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

総務費
● 市民センターの管理運営に
4億9,455万円
民生費
● 民間保育所等の整備に
8億4,935万円
衛生費
● ごみ中継施設の建設に
14億6,073万円
商工費
●住民負担状況
● 中小企業への融資支援に
区分
1世帯あたり
1人あたり
1億7,915万円
市民税
15 万 5,147 円
7 万 5,201 円
土木費
固定資産税
10 万 1,130 円
4 万 9,018 円
● 道路改良に
都市計画税
1 万 7,402 円
8,435 円
11億1,455万円
その他
1 万 7,789 円
8,622 円
教育費
合計
29 万 1,468 円
14 万 1,276 円
● 小中学校の施設維持管理に
※2020（令和2）年3月31日現在の人口・世帯数で算出。
13億5,333万円
●一般会計から特別・企業会計への繰出金の状況

歳出の説明

歳入の説明

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、財産収入等

下水道事業会計

779億9,536万円
（51.6％）

④商工費

⑥分担金および負担金

病院事業会計

②民生費

126億2,757万円
（8.3％）

31億1,116万円（2.0％）

水道事業会計

123億23万円
（8.1％）

12億3,874万円
（0.8％）

⑧公債費

⑩繰越金58億8,505万円（3.7％）

会計名

①総務費

⑨その他

区分

収益的収入
収益的支出
水道事業会計
資本的収入
資本的支出
収益的収入
収益的支出
病院事業会計
資本的収入
資本的支出
収益的収入
収益的支出
下水道事業会計
資本的収入
資本的支出

予算現額
17 億 3,189 万円
16 億 9,019 万円
4,765 万円
4 億 8,880 万円
242 億 1,334 万円
283 億 954 万円
16 億 8,193 万円
20 億 323 万円
119 億 4,004 万円
116 億 7,442 万円
65 億 4,030 万円
96 億 6,359 万円

執行率
35.2%
9.7%
42.9%
12.6%
36.8%
17.4%
8.2%
30.2%

収入支出済額
収入・執行率
7 億 2,404 万円
41.8%
4 億 6,822 万円
27.7%
1,287 万円
27.0%
1 億 4,365 万円
29.4%
77 億 8,359 万円
32.1%
90 億 7,588 万円
32.1%
7 億 8,795 万円
46.8%
7 億 7,472 万円
38.7%
38 億 8,866 万円
32.6%
24 億 8,898 万円
21.3%
15 億 3,400 万円
23.5%
31 億 5,646 万円
32.7%

市有財産の現在高

2020（令和2）年9月30日現在
●財政調整基金 他26基金
338億 641万5千円
●有価証券および出資による権利
21億7,725万2千円
●土地および建物
土地＝3,229,541.64㎡
建物＝ 881,679.75㎡
●車両
総台数389台

地方債の現在高

2020（令和2）年9月30日現在=
1,895億7,453万円
●一般会計 ＝ 1,167億6,658万円
●企業会計 ＝
728億 795万円
●一時借入金 ＝ なし

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。

広報まつど 2020
（令和2）年11月15日

新型
コロナウイルス
感染症

感染リスクが高まる 感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫
「5つの場面」に注意！ ● 飲酒をするのであれば①少人数・短時間で

政府の新型コロナウイルス感染症対策
分科会は、感染リスクが高まる5つの場面
を発表しました。以下の場面に注意しなが
ら、引き続き感染防止に努めましょう。
①飲酒を伴う懇親会など ②大人数や長時
間におよぶ飲食 ③マスクなしでの会話
④狭い空間での共同生活 ⑤居場所の切り替
わり（仕事での休憩時間に入った時など）

高齢者向けに

②なるべく普段一緒にいる人と③深酒・はしご
酒などは控え、適度な酒量で ●箸やコップは使
い回さず、一人ひとりで ●座席の配置は斜め向
かいに（食事の際に、正面や真横に座った場合
には感染したが、斜め向かいに座った場合には
●会話する時はな
感染しなかった報告事例あり）
るべくマスク着用 ●換気が適切になされている
などの工夫をしている、ガイドラインを遵守し
たお店で●体調が悪い人は参加しない
問健康福祉政策課☎704－0055

家具転倒防止器具等取り付け費を助成します 要申込

対象市内在住の市民税非課税世帯の65歳以上または65歳未満で要介護もしくは要支援の認定を受け
ている人 対象器具家具の転倒または落下を防止するための器具、ガラスの飛散防止フィルムなど
助成額購入・取り付け費用の9割（上限1万円）
介護保険課（☎366－7067）へ事前相談後、必
要書類を提出

12月定例市議会開催予定

問議事調査課☎366－7382

請願・陳情提出期限11月25日㈬12時
日程
12/4 ㈮
7㈪
8㈫
9㈬
10 ㈭
14 ㈪
15 ㈫
16 ㈬
17 ㈭
21 ㈪

会議予定（開議予定時刻=10時）
招集日・本会議
本会議
総務財務常任委員会
健康福祉常任委員会
教育環境常任委員会
建設経済常任委員会
本会議

主な内容
議案の提案理由説明
一般質問
一般質問・議案質疑
議案等の審査
議案等の採決
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千葉県中小企業
再建支援金を延長します
（最大40万円給付）要申込

新型コロナウイルス感染症の影響で厳し
い経営状況にある中小企業などを支援する
「千葉県中小企業再建支援金（従来受付期
限8月31日まで）」の受付期間を延長し、支
援対象を拡大しました。詳細は、県ホーム
ページをご覧ください。
受付期限1月31日㈰ ※8月末までに申請し
た人の再申請はできません。
受付対象2020（令和2）年1月以降の前年同
月比で50%以上減少している事業者または6
月以降の連続する3カ月の売上高の合計が前
年同期比で30%以上減少している事業者
売上減少の比較期間12月まで
問千葉県中小企業再建支援金相
談センター☎0570－044894
（土・日曜、祝日除く9時〜17時） 県ホームページ

総合医療センター

会計年度任用職員（パートタイム）
①看護師②保育士の募集
勤務日①㈪～㈮のうち週4日②㈪～㈰のうち週5日
勤務時間①8時30分～17時②7時～21時のうち7時間15分以内
業務内容①外来の看護師業務②病棟の保育業務（おむつ交換、
食事・ミルク介助、寝かしつけなど）や家族への連絡記録作成
応募資格①看護師②保育士 時給①1,492円～1,744円
②1,142円～1,214円 ※時給は勤務経験による。
※別途交通費支給。
※詳細は市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）
市ホームページ

市など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

お知らせ
令和3年松戸市消防出初式は新型
コロナウイルス感染拡大防止のため
中止します
問 消防総務課☎363－1116
今年度の松戸市景観表彰と景観スポット
は、リニューアルの準備のため開催を
見送ります
来年度以降は2つを組み合わせて開
催する予定です 問 都市計画課☎366－
7372
小・中学校新入学通知書を郵送します
通知書は入学式まで保管してくださ
い。国立・県立・私立の学校に入学す
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 11/20㈮ ※11/27㈮まで
に届かない場合はご連絡ください 問 学
務課☎366－7457
令和3年度市立保育所給食材料供給者
募集
詳細は11/24㈫までにお問い合わせ
ください 問 保育課☎366－7351
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。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

在宅で要介護者を介護している人に
家族介護慰労金を支給します
対 以下の全てに該当する人 ● 要介護4
または5の人と同居し、在宅で介護し
ている住民税非課税世帯 ● 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
支給額 10万円 申 電話で介護保険課給付
班☎366－7067へ
10月1日、千葉県最低賃金が1時間
当たり2円引き上げられ、925円に
なりました
問 千葉労働局労働基準部賃金室☎043－
221－2328または最寄りの労働基準監督署
狩猟期間は11/15〜2/15です
狩猟者はマナーを守り、安全確保・
対策に努めましょう 問 千葉県自然保護
課☎043－223－2972

イベント
千葉県民のつどい チバテレ特別番組
「平穏な暮らしを取り戻すために！
～犯罪被害者への支援～」
11/25～12/1の犯罪被害者週間に
県が開催している「千葉県民のつど
い」を、今年度は犯罪被害者遺族や支
援員、弁護士へのインタビューなどを
収録した特別番組として放送します。
放送日時 11/28 ㈯ 9 時 30 分 ～9 時 55
分 問 市 民安全課☎366－7285

活気あふれる団体力を高める「松戸
e–コミュニティ塾」〔全4回〕
日 ①12/15㈫10時～12時30分②1/19
㈫③2/9㈫各15時～17時30分④2/21
㈰13時～16時30分 会 ①④ま つ ど 市
民 活 動 サ ポ ー ト セ ン タ ー ②③オ ン ラ
イン（Zoom） 講 NPO CRファクト
リー代表理事・呉 哲 煥氏 対 地域に関
わる活動に取り組んでいる団体 定 先
着5団体（1団体につき複数参加可）
申 電 話またはEメールで同センター
☎365－5522、 hai_saposen@
matsudo–sc.comへ
ご

てつあき

クラフト・手芸教室（かんたん＆かわ
いい、飛び出すクリスマスカード作り)
日 12/13㈰13時30分～15時 会 市民会
館 対 市内在住の小・中学生（小学1〜
3年生は保護者同伴） 定 先着12人 持 水
筒、はさみ、貼りたいシール 申 Eメール
に氏名（ふりがな)、学年、学校名、電
話番号を記入して、青少年相談員連絡
協議会事務局（子どもわかもの課内）
ekowaka@city.matsudo.chiba.jp
（☎366－7464）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)。
移動交番車で警察への手続きや相談など
もできる他、電話d e詐欺撃退機器など
を展示します日12/15㈫10時～10時30
分 会 五香公園（五香西1の21） 定 先着
100人問市民安全課☎366－7285
で

令和2年度後期ビジネス・キャリア
検定試験
日 2/21㈰ 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 受付期限 12/11㈮ 問 同試験運
営事務局☎03－3233－6810

会議
水道事業運営審議会

日 11/19㈭14時から 会 市役所新館5階

市民サロン 傍聴定員 先着5人（13時30
分〜13時45分の間に受け付け）問 水道
部総務課☎341－0430
松戸駅周辺まちづくり委員会

日 11/27㈮10時～12時 会 市役所新館7

階大会議室 傍聴定員 15人（抽選、9時
30分～9時45分の間に受け付け） ※要
マスク着用、入室時検温実施 問 新拠点
整備課☎366－7086
新松戸駅東側地区土地区画整理審議会

日 11/29㈰13時から 会 幸谷ふれあい

ホ ー ル 傍聴定員 先 着 2 0 人 ※ 申 し 込
み多数の場合は別途市役所会場で映
像 ・ 音 声 を 中 継 し ま す（定 員 4 5 人 ）
※詳細は市ホームページで 申 11/24
㈫17時までに、電話またはメールに
住所・氏名・電話番号を記載して街づ
くり課区画整理担当
室☎366－7375
mckukakuseiri2@
city.matsudo.chiba.
市ホームページ
jpへ

同ダイヤル☎0120－415－111
〔8時30分～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕 ※左記がつながらないときは千葉県☎0570－200－613へ
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市民課窓口の混雑状況をスマホ・
パソコンなどで確認できます
問 市民課☎366－7340

マイナポイントは2021
（令和3）
年3月末で終了予定です

マイナポイント
ホームページ

マイナンバーカードを利用して確定申告を予定している人へ
e-Taxによりインターネットで税申告などの手続きを行う場合は、マイナ
ンバーカードが必要です。
カード発行に多数の申し込みをいただいており、通常より多くの時間がか
かっています。マイナンバーカードの申請書を希望する人は市コールセン
ターにお問い合わせください。
問 マイナポイント制度全般について
マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120－95－0178〔9時30分～20時
（土・日曜、祝・休日は17時30分まで）
〕または行政経営課☎366－7311
マイナンバーカードの申請・交付について
松戸市個人番号カードコールセンター☎366－8178〔8時30分～17時
（土・日曜、祝・休日を除く）
〕

リサイクルするプラスチックに
電子機器を入れないで

家庭から出るごみの分別にご協力をお願いします

リサイクルするプラスチックの再資源化工場で、リチウムイオン電池など
（バッテリー）の混入による発火・発煙事故などが報告されています。
小さな電池でも発火すると再資源化工場が全焼し作業員の生命を脅かす事
態になり得ます。
ごみの分別方法は
アプリでも
電池が内蔵されていて取り外せない電子たばこやモバ
イルバッテリーなどは「資源ごみ」の日に出すよう、分
別の徹底にご協力ください。
問 家庭ごみ相談コールセンター☎︎0120－264－057
市ホームページ
〔または050－5358－9687（有料）
〕

（公財）
松戸市国際交流協会からのお知らせ
要申込

国際交流パーティー（食事なし、催し物あり）

日時12月13日㈰13時～15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1,000円（会員・小学生以下は無料）
11月16日㈪から、電話で同協会☎366－7310へ
※団体会員の申し込みは5人まで。

外国人日本語スピーチコンテスト出場者募集

12月4日㈮～10日㈭は 人権週間です
国連は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の12月10日を「人権
デー」と定め、法務省・全国人権擁護委員連合会は、「人権デー」を最
終日とする1週間を「人権週間」と定めています。
さまざまな人権問題について「誰か」のことではなく、自分自身のこ
ととして捉え、一人ひとりが人権尊重の重要性を認識しましょう。

マイナンバーカードの発行申請は
お早めに

問 同協会☎366－7310

「誰か」のこと じゃない。

問 行政経営課☎366－7311

市民課窓口が混雑する曜日や時間帯を避けて、待ち時間
を有効に活用できるよう、リアルタイムで混雑状況が確
認できる「窓口混雑状況ナビ」を導入しまし
た。市民課で受け付けした後、交付窓口で呼
ばれたかどうかの確認もできます。
詳細は市ホームページをご覧ください。
市ホームページ

申し込みをした人がキャッシュレス決済サービスでチャー
ジまたは買い物すると、支払った額の25%のマイナポイント
（1人あたり最大5,000円分）がもらえる「マイナポイント」
の申し込みには、マイナンバーカードが
マイナポイント
必要です。

人権啓発キャッチコピー

日時2月20日㈯13時から 会場市民劇場 テーマあなたの考え（時間は5分
以内） 対象以下の全てに当てはまる人●市内または近隣に在住・在勤・在
学●本人・実父母ともに日本国籍を持たない●1月31日時点で在日期間が通
算5年未満で15歳以上●同コンテストで入賞経験がない
1月8日㈮〔必着〕までに、申込書とスピーチ原稿を、郵送
または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 申込書は同協会窓口で配布また
は同協会ホームページでダウンロード可。
同協会ホームページ

12月4日㈮に街頭啓発を行います
時間10時30分～11時〔雨天中止〕

会場松戸駅東口デッキ

ひとりで悩まずに相談してください
困りごとや心配ごと、子どものいじめ問題での悩みごとなどがあ
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。
問 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

11月はエコドライブ
推進月間です
問 環境政策課☎366－7089
警察庁・経済産業省・国土交通省・環境省で構成する「エコドライブ
普及連絡会」では、行楽シーズンであり自動車に乗る機会が多くなる
11月を「エコドライブ推進月間」と位置付けています。

エコドライブ10のすすめ
❶ふんわりアクセル「eスタート」❷車間距離にゆとりをもって、加
速・減速の少ない運転❸減速時は早めにアクセルを離そう❹エアコンの
使用は適切に❺無駄なアイドリングストップはやめよう❻渋滞を避け、
余裕をもって出発しよう❼タイヤの空気圧から始める点検・整備❽不要
な荷物はおろそう❾走行の妨げとなる駐車はやめよう自分の燃費を把
握しよう

市の公用車（電気自動車）に企業広告を掲載しませんか
募集枠5枠〔2020
（令和2）
年10月29日時点〕
寸法1枠につき縦16㎝×横65㎝
掲載料年額50,000円
問 環境政策課☎366－7089

広告
広告

広告

広告の掲載イメージ

松戸地域職業訓練センター

講座のお知らせ
講座名

日時

要申込

午前 = 9:30 ～ 12:30
午後 =13:30 ～ 16:30

初めてのパソコン＆
インターネット講座（Windows）

12/ 1㈫～ 4㈮

Wordを使った文書作成講座

12/ 8㈫～11㈮

午前

学んで活かそうWord講座

12/ 7㈪～10㈭

午後

12/21㈪～24㈭

午後

12/14㈪～17㈭

午後

12/ 1㈫～ 4㈮

午前

PowerPoint基礎講座（Word経験者） 12/14㈪～17㈭

午前

Windows10の使い方

午前

①パソコン Excelを使った表計算講座
講座
Excel応用講座（Excel経験者）
Excel活用講座（Excel経験者）

②日商簿記3級受験講座〔全13回〕

12/21㈪～24㈭

午後

12/7～2/1の㈪㈭
（12/28・31、1/4・11を
除く） 午前

定員①各先着5人②先着20人 費用①各13,000円②22,000円（会員
事業所または団体会員は①各11,000円②20,000円）
※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。
受講料を添えて、直接同センター（小金原1の19の3、☎349－
3200）へ

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。
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ウインターイルミネーション2020

JR常磐線沿線の駅周辺では、商店会などがさまざまなイルミネーションの飾り付けで街を彩っています。ぜひご覧ください。

松戸駅周辺

北小金駅周辺

松戸クリスマスファンタジー2020

黄金（KOGANE）イルミネーション

11月14日㈯～1月31日㈰

11月21日㈯～1月11日㈷（点灯式11月21日㈯16時30分から）

コロナ禍で働く医療従事者への感謝
の気持ちを込めて、西口デッキステー
ジを白青カラーで装飾し、コニファ
ガーデンエリアでは、シャンパンゴー
ルドの海と雪の結晶がお迎えします。
問松戸クリスマスファンタジー2020事務局☎080－3087－6809

常磐線沿線で最初に始まったイルミ
ネーションです。北小金駅南口ロータ
リーに高さ15mの
「シンボルツリー」
や地元の小・中学生が作った約100基
の「光のオブジェ」を飾ります。
問小金の街をよくする会・同イルミ
ネーション実行委員会事務局☎347－8001

北松戸駅周辺

新松戸駅前

新松戸 光のフェスタ

スターダストロードプロジェクト

12月5日㈯～1月11日㈷

12月1日㈫～1月31日㈰

今年は装いも新たに新松戸駅前がき
らめく光に包まれます。1万球のイルミ
ネーションをご堪能ください。
問新松戸光のフェスタ実行委員会事務局
☎344－0051

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。
問北松戸商店会☎362－7652

東松戸ゆいの花公園の講座

要申込

じ

は

子ども読書推進センター10周年記念 児童文学講座

ら

講師フラワーデザイナー・冨士原和子氏 定員先着8人
持ち物はさみ、持ち帰り袋 費用2,000円

クリスマスアレンジ
12月4日㈮10時30分～11時30分
くらはら

講師アトリエフラワーフラワー代表・倉原由加
氏 定員先着8人 持ち物持ち帰り袋
費用2,000円

どうまえ

講師フルーデリー代表・堂前絵美子氏
定員先着8人 持ち物はさみ、軍手、持ち帰り袋
費用2,200円

配信期間12月18日㈮9時〜27日㈰16時まで
開催方法YouTubeでの動画配信（約40分）
講師聖徳大学文学部准教授・片山ふみ氏
12月4日㈮までに、ちば電子申請サービ
スで

日時12月26日㈯15時～16時
開催方法Zoomによるオンライン開催
講師ビブリオバトル普及委員会普及委員・
松崎萌氏 対象小学生以上 定員先着30人
12月15日㈫までに、ちば電子申請サー
ビスで

冬を楽しむ園芸植物
（小さな寄せ植え）
12月12日㈯10時～11時
き

大人が子どもによむ絵本の選び方
～職業による絵本に対する意識から～

入門ビブリオバトル
片山ふみ氏
～オンラインでチャレンジしてみよう～

オレゴンモミで作るクリスマスリース
12月8日㈫10時30分～11時30分

か

要申込

URLは申し込み後にEメールでお知らせします。受講にかかる通信費は
各自負担です。
問同館☎365－5115

ホワイトクリスマスツリー＆
ミニキャンドルアレンジ
11月27日㈮10時30分～11時30分
ふ

市立図書館の無料オンライン講座

ちば電子
申請サービス

ちば電子
申請サービス

ご か ん

講師花卉園芸家・後閑早苗氏
定員先着8人 持ち物持ち帰り袋
費用1,000円

共通 会場同公園マグノリアハウス

海外アーティストとのオンラインワークショップ

よ い は な

11月17日㈫9時から、電話で同公園管理センター☎384－4187へ

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市 民 会 館 プ ラ ネ タリ ウ ム 室
同館☎368－1237

12月星空観望会「ふたご座流星群準備 」
日時12月12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40人〔中学生以下は保護者同伴。1組5
人まで（同一世帯の場合は応相談）
〕
費用無料
11月17日㈫から、電話で同館へ

“How do you feel, Matsudo?”
ハ

ウ

ド

ゥ

ー

フ

ィ

ー

ル

マ

ツ

ド

経過展開催中！

パラダイスエアでは、海外アーティストの来日が難しい現在、オンライ
ンで海外と松戸をつなぎ、実験的なワークショップを行っています。
オランダ在住の2人のアーティスト
と市内在住の高校生・社会人が、遠く
離れていてもアートでつながるための
さまざまな実験を行ったワークショッ
プの経過を展示しています。
会期11月23日㈷まで
会場ギャラリー「QWERTY」
ウィリー・ウォン氏
フロア・ホフマン氏
（松戸1240の3 エクセル松戸1階）
参加アーティストウィリー・ウォン氏（オランダ在住・台
湾出身）
、フロア・ホフマン氏（オランダ在住・出身）
ペ ア
問( 一社)P AIR☎364－8832、文化観光国際課☎366－
パラダイスエア
7327
ホームページ
ク

ふたご座流星群

ユ

ワ

ー

テ

ィ

詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページ（右記QRコード）をご覧ください。
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健康ファイル

11月10日～16日はアルコール関連問題啓発週間

まつど健康マイレージ

総合医療センター小児脳神経外科外来は12月1日㈫・4日㈮
に休診します
問同センター同外来☎712－2511（代表）

骨粗しょう症検診のお知らせ

要申込

検診日1月23日㈯ 会場中央保健福祉センター 検査方法手指のX線検査
対象2021(令和3)年3月31日時点で35・40・45・50・55・60・65・70歳
の女性 ※妊娠中または妊娠している可能性がある人や、骨粗しょう症で治療
中の人は受診できません。 費用500円（千葉県後期高齢者医療
被保険者証を持つ人、生活保護世帯、市民税非課税世帯は無料）
11月30日㈪までに、ちば電子申請サービス、電話または直接
健康推進課☎366－7487へ ※市役所・各支所の市民健康相談
ちば電子申請
室でも受け付けています。
サービス

認知症サポーター養成講座（①六実六高台②馬橋西③馬橋)
要申込

11月①26日㈭14時～15時30分②30日㈪10時～11時30分③12月2日㈬10
時～11時30分 会場①六実②馬橋③馬橋東各市民センター
対象市内在住・在勤 定員各先着①15人②10人③20人 費用無料
電話で各高齢者いきいき安心センター①六実六高台☎383－0100②馬橋
西☎711－9430③馬橋☎374－5533へ

認知症予防教室「今日からでも遅くない！認知症予防！」
〔全3回〕 要申込
12月5日 ㈯・15日㈫・22日㈫各14時～15時30分
会場新松戸市民センター 対象全回参加できるおおむね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

歯を大切に
キ

ャ

ド

キ

ャ

飲酒量を見直しましょう

付与 …

歯丈夫

胃丈夫

大丈夫

健康で明るい 未 来のために

216

ム

CAD/CAM 冠について
2014(平成26)年度からCAD/CAM冠という白い被せ物が保険適用の対象にな
りました。それまでの保険が適用される被せ物には、「銀歯」というメタルクラ
ウンと硬質レジン（プラスチック）でできた硬質レジンジャケット冠と、前歯用
で金属に硬質レジンを接合させた硬質レジン前装冠という物がありました。これ
らは現在も治療の中で用いられている、しっかりとした歯科材料です。
CAD/CAMの「CAD」はコンピューターによる設計プログラムで、
「CAM」はコンピューターによる加工プログラムのことです。これらの技術
を用いて作られたものがCAD/CAM冠です。これは金属を使わず、レジンとい
うプラスチックと、セラミックという陶材を混ぜ合わせて作った四角いブロッ
クを、CAD/CAMシステムにより被せ物の形に削り出して作製します。
このCAD/CAM冠が保険適用された当時は、上下の顎の前から数えて4番目
と5番目の歯、あるいは金属アレルギーのある人に限定されていました。それ

児童福祉館・
12月 こども館の催し物

無料

●常盤平児童福祉館☎387－3320

水曜広場①2日㈬②9日㈬③16日㈬④23日㈬各
15時45分～16時30分 内容 ①CDクラッシュ
大会②まつぼっくりツリーを作ろう③なんでも
ビンゴゲーム④たこ糸スタンプを作ろう 対象
主に小学生
中高生の広場（TAPS）①毎週水曜②5日㈯③
12日㈯④19日㈯⑤26日㈯各17時～19時 内容
①フリータイム②クリスマスオーナメントづく
り③みんなで筋トレ対決④PCでカレンダーをつ
くろう⑤年忘れパーティ！
歌の広場5日㈯15時～15時30分 内容 季節の歌
を歌おう！ 対象 小学生以上
卓球広場12日㈯14時～15時 内容 基礎を学ぼ
う 対象 小・中学生 持ち物 上履き
あそび広場①19日㈯②26日㈯各15時～16時
内容 ①クリスマス工作②年忘れ一芸発表会
対象 主に小学生
おたのしみ会25日㈮14時～16時 内容 脱出
ゲーム 対象 小学生以上

問 各 保健福祉センター（中央☎366－7489、小金☎346－5601、
常盤平☎384－1333）
アルコールは少量であれば気持ちをリラックスさせたり、循環器
疾患の予防になったりする効果がありますが、大量に飲むことは、
がんや肝障害、脳の萎縮（認知症)、アルコール依存症の原因にな
ると言われています。お酒と上手に付き合っていくために、飲酒量
を見直しましょう。
市ホームページでは、適切なお酒の飲み方を紹介し
ています。ぜひご覧ください。
市ホームページ

お酒に強い人・弱い人の違い

お酒の強さにはアルコールの分解速度が影響します。分解速度が
遅い人は、飲酒後に顔が赤くなったり、動悸・頭痛などの症状（フ
ラッシング反応）が現れたりします。特に女性は男性よりも血中ア
ルコール濃度が上がりやすく、アルコール分解機能も弱いことから、
短期間の飲酒でも依存症になりやすいという特徴があります。
ど う き

適正飲酒量は1日に純アルコール20g（日本酒1合）程度
お酒に弱い体質の人、
女性、高齢者はさらに
量を控えてください。
男性は1日に40g以上、
女性は1日に20g以上
の飲酒量で生活習慣病
の危険が高まると言わ
れています。

（例）アルコール20gとは？

①ビール 500ml ②7％の缶チューハイ ③日本酒 1合
250ml

④25％の焼酎
100ml

⑤ワイン 200ml

⑥ウィスキー
60ml

から徐々に材質の改良や、色の種類も豊富になり、活用できる場面が増えまし
た。
そして今年4月から、第一大臼歯という前から数えて6番目の歯にも適用が認
められました。ただこれには条件があり、左右上下の顎とも7番目までの歯のか
み合わせが整っていることなどがあります。一番奥の歯が欠損している、どこか
に入れ歯が入っているなど条件がクリアできない場合は適用外となります。
さらに今年9月から、前歯（前から数えて1～3番目の歯）にも適応されまし
た。今まで用いられてきたCAD/CAM冠の材料の色は比較的シンプルな色合い
でしたが、前歯で用いられる物は色のグラデーションがつけられており、審美的
にも考慮された物になっています。
ただ、これらの材料はどのような場合にも適応になるわけではありません。残
存している歯の状況や歯並び、かみ合わせ、かみ合わせの強さなどによっては保
険の適用を除外される場合がありますので、この治療法を考えている場合はかか
りつけの歯科医師としっかり相談をして、適切な方法で治療を受けるようにして
ください。
もちろん、日々のブラッシングはとても重要です。お口の中のお手入れは日々
しっかり行いましょう。
（公社）松戸歯科医師会 https://matsudo.cda.or.jp/

●移動児童館☎387－3320

わくわく広場 稔台市民センター 4日㈮・11日㈮・
18日㈮各10時30分～11時45分 内容 クリスマ
ス工作、アスレチック、牛乳パック工作 対象
乳幼児と保護者12組（電話予約のみ、月2回ま
で可）
あそぼう会 東部スポーツパーク 1日㈫・8日㈫・15
日㈫各15時～16時30分 運動公園会議室 2日
㈬・9日㈬各15時～16時30分 八ケ崎市民センター
3日㈭・10日㈭・17日㈭各15時～16時30分
稔台市民センター 4日㈮・11日㈮・18日㈮各15
時～16時30分 明市民センター 5日㈯・19日㈯
各14時～16時30分 内容 クリスマス工作、お
楽しみ会他 対象 主に小学生

●根木内こども館☎315－2985

分～16時30分 内容 科学館、折り紙教室、クリ
スマス装飾作り・クリスマスリース作り、いろ
いろビンゴゲーム 対象 18歳未満と保護者

●野菊野こども館☎331－1144

開館日・時間 火・木・日曜13時～18時、水・金
曜10時～18時、土曜（5日㈯を除く）10時～20時
※小学生はよいこのチャイムまで。
おやこDE広場水・金曜10時～18時、土曜10時
～17時、火・木・日曜13時～18時 対象 0歳～
未就学児とその保護者（3歳までは要予約）
中高生タイム土曜（5日㈯を除く）
18時～20時 対象 中学・高校生
※時間および人数制限を行っていま
す。詳細は同館ホームページをご確
同館
ホームページ
認ください。

開館日・時間 火～金曜15時30分～16時
●森のこども館
30分、土・日曜、祝日14時～16時30分
☎080－7323－9980（開館日のみ）
同館
おやこDE広場月〜金曜10時〜17時
（21世紀の森と広場内森の工芸館）
ホームページ
開館日・時間 5日㈯・6日㈰各10時～16時
※時間および人数制限を行っています。
内容
詳細は同館ホームページをご確認ください。
森の中であそぼう！ 対象 18歳
以下（未就学児は保護者同伴）
●六実こども館☎080－3507－3538
開館日・時間 月・水曜14時30分～16時30分（7
※日程を変更する場合があります。同
日㈪・16日㈬を除く)、土・日曜、祝日10時30
同館
館ホームページをご確認ください。

ホームページ

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。
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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

21世紀の森と広場内

博物館

〒270−2252松戸市千駄堀671
☎384−8181
開館時間…9時30分～17時（入館は
16時30分まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館）、館内整理日、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。

◆博物館アワード作品展
12/1㈫～20㈰ 会場企画展示
室 内容小学生〜高校生の入
賞・入選作品を展示 費用無料
◆学芸員講演会「棺 が語る古
墳時代史」
12/6㈰13時～15時 会場講堂
講師同館学芸員 定員30人（抽
選) 費 用 無 料 申 1 1 / 2 6 ㈭
〔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、「12月6
日 学芸員講演会」係へ

21世紀の森と広場

パークセンター講座

☎345−8900
全て電話による申込制。電話で
パークセンターへ（9時～17時）

ひつぎ

※みどりの相談室は、水・土・日曜
日と祝日の10時～12時と13時～15
時30分（電話相談のみ）。
※バーベキューのお問い合わせは、市
ホームページまたは☎385－1815へ。

◆植物ウォッチング「ケヤキの
観察」
12/5㈯10時～11時、13時30
分～14時30分 講師自然解説
員・加藤裕一氏 定員各10人
費用無料
◆冬に楽しむ鉢花の管理
12/6㈰13時30分～15時 講
師みどりの相談員・秋元満司氏
定員先着15人 費用無料
◆紅葉―植物の生存戦略
12/8㈫10時～11時30分、13
時30分～15時 講師自然解説
員・渡邊勲氏 対象高校生以上
定員各15人 費用無料
◆公園を散策して、冬鳥を楽
しもう！
12/15㈫10時～11時30分、
13時30分～15時 講師自然解
説員・金子雅幸氏、村井みとい
氏 定員各15人 費用無料

◆博物館ミュージアムシアター
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、座席を指定して開催し
ます。

み つ じ

会場講堂 定員各先着38人（申込不要） 費用無料
上映開始時間

内容

ミュージアムシアター

11
月

(平日）13:15、15:15
(土・日曜、祝日）15:15
※11/22㈰、12/6㈰・
13㈰を除く

12
月

昭和30年代の日本・家族の生活
都会のくらし編「大都会の生活」
（21分）
昭和31年代の日本・家族の生活
農村のくらし編「おばあちゃんあや
まる」（30分）

土日祝のキッズシアター 11 アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
(土・日曜、祝日）13:15 月 「ねずみの婿とり」他2話（25分）
※11/22㈰、12/6㈰ を 12 アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
除く
月 「花咲か爺さん」他2話（25分）

松戸健康福祉センター（松戸保健所）
各種無料相談 要申込
相談名（原則予約制）
思春期相談
（電話のみ・予約不要）
精神保健
福祉相談
DV相談
障害者
差別相談

文化ホールギャラリー
☎367−7810

開館時間…10時～18時（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

◆全日写連松戸支部写真展
11/15㈰まで
こ う の
問 河野☎386－7131
◆グループK展
11/17㈫～22㈰
に へ い
問 二瓶☎349－0834
◆フォトサークルアイリス写
真展「無限題」
11/17㈫～22㈰
問 宮本☎388－7255
◆土曜絵画教室ラディカル展
11/24㈫～29㈰
問 小島☎343－0657
◆二葉会写真展
11/24㈫～29㈰
こ ん の
問 今野☎388－2825
◆創元会千葉支部展
12/2㈬～6㈰
あかつき
問 暁☎04－7124－2590

☎361－2138

12/17 ㈭ 14:00 ～ 16:30

㈪～㈮ 9:00 ～ 17:00
電話（予約不要）
（祝日を除く）

☎361－6651

来所
原則㈮ 9:00 ～ 17:00
電話（予約不要）
㈪㈫㈭㈮ 9:00 ～ 17:00
来所

☎361－2346
367－7554

☎362−2050

開館時間…9時30分～17時まで（入
館は16時30分まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館）、年末年始
入館料…共通券一般320円など。個別
入館券一般250円（戸定邸）、150円
（歴史館）など

◆企画展「プリンセス・トクガ
ワ－徳川家ゆかりの女性たち」
1/11㈷まで

運動公園

☎363－9241

カルチャー教室を再開しま
す。内容などの詳細は同公園へ
お問い合わせください。

11/15号では「スポーツ」
コーナーの掲載はありません。

スマホ・パソコン教室
コース

㈪～㈮ 9:00 ～ 17:00
（祝日を除く）

戸定歴史館

シルバー人材センター

予約・問い合わせ

日時

12/3 ㈭・21 ㈪
こころの健康相談
14:00 ～ 16:00
酒害相談

◆稲わらで楽しく作るお正月
飾り
12/20㈰10時～12時30分 講
師東葛しぜん観察会 定員先着
10人 費用500円

日程

① スマホの選び方

12/ 1㈫

② スマホの操作

12/ 3㈭

③ タブレットの操作

12/10㈭

④ Windows10の操作

12/15㈫

⑤ Zoom会議

12/15㈫

⑥ 個別相談

12/17㈭

要申込

時間①④⑥各9時30分～12時②③⑤各13
時30分～16時 会場新松戸市民センター
他 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・希望コースの番号を記入
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

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
（ …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
費 …費用
●新体操無料講習会（基礎柔軟など）
日 11/16㈪・30㈪各17時20分～18時
50分 会 常盤平体育館 申 電話で松戸ア
ミューズ新体操クラブ・大 門☎090－
2448－2744へ
●健康体操体験教室（ストレッチ、リズ
ム体操など）
日 11/18㈬・25㈬各9時20分～10時
50分 会 小金原体育館 対 50歳以上の女
性 費 各500円 申 電話で健康体操さざん
か・大沢☎080－5037－6658へ
●森下式ヨーガ教室
日 11/19㈭10時～11時30分 会 馬橋東
市民センター 定 先着5人 申 電話で同教
室・大川☎341－5541へ
◆ バザー・踊り・朗読・絵手紙などの発
表と体験のつどい
日 11/21㈯13時30分～15時30分 会 松
戸新田第一町会集会所（新京成松戸新
田駅下車） 定 先着30人 問 新婦人松戸支
部あすなろ班・小林☎367－4183
◆中高年のはじめてピアノサークル体験会
日 11/23㈷12時～14時、14時～16時
会 ゆうまつど 定 各先着10人 費 1,000円
申 電話ではじめてピアノの会・直井☎
080－3630－2798へ
だいもん

◆ 高次脳機能障害をもっと知ろう！
（オン
ライン参加可）
日 11/26㈭13時30分～15時 会 ふれあ
いネットまつど研修センター（新京成常
盤平駅下車）講 旭神経内科リハビリテー
ション病院作業療法士・賀曽利裕氏対 医
療・介護・福祉に携わっている人定 先着
20人 申 電話でNPOたすけあいの会ふれ
あいネットまつど☎710－7450へ
助成 働くひとのまちなか保健室
日 11/27㈮、12/11㈮各18時30分～
20時30分 ※12/11㈮はイベント開催
会 松戸スタートアップオフィス内ちょっ
と話を聞いてほしい人または家に帰る前
に心をリセットしたい人が安心できる交
流の場（相談を看護師が受け付け) ※
マスク着用必須 費 各500円 申 電話でま
ちなす・L abo・国 府田☎090－8500
－7512（平日9時～17時）へ
●エアロビクス体験教室
日 11/30㈪9時30分～11時 会 運動公園
定 先着10人 申 電話でビビットFC・飯塚
☎070－1315－3025へ
◆ ヴァイオリン・ビオラ・ピアノによる
モーツァルト名曲コンサート
日 12/3㈭14時開演（13時30分開場）
か

ラ

ボ

こ

う

だ

そ

り ゆう

会 員 募 集

会 アミュゼ柏 （ 柏 駅 下 車 ） 定 先着200

人 費 1,500円 申 電話でプレアデスハー
モニー・甚五☎341－1738へ
◆ 松戸子育てカレッジ「子育て広場 おや
こで“ゆるりん”」
日 12/4㈮・11㈮・14㈪各10時～12時
会 聖徳大学10号館（松戸駅下車） 対 2
歳までの子と保護者 費 各100円 問 聖徳
大学☎365－1111（代表）
◆ 伝統文化こども生け花教室
日 ①12/5㈯②12/6㈰③12/26㈯④
12/27㈰各14時～15時 会 ①④八柱②③
稔台各市民センター 内 ①②クリスマス
風③④お正月花 対 3歳児～22歳（保護
者も別料金で参加可） 費 各2,000円 定
先着20人 申 電話で華道育成会・藤平☎
090－2909－6159へ
◆ 健康体操体験会
日 12/7㈪・14㈪各9時30分～10時45
分 会 常盤平体育館 対 60歳以上 定 先着10
人 申 電話で常盤平体操サークル・高沼
☎080－4060－4078へ
じ ん ご

詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページ（右記QR コード）をご覧ください。

●稔台リズム体操同好会
日 ㈯9時25分～11時 会 稔台市民セン
ター 内 ストレッチ、ダンスなど 対 女
性 費 月2,500円 1,000円 問 矢吹☎
364－9606
●根木内ジョリーコーラス
日 ㈮14時～16時 会 小金原体育館 費 月
4,000円 1,000円 問 高橋☎343－
1506
◆ まつどエスキーテニスクラブ（室
内テニス）
日 ㈫12時～14時 会 まつど市民活動サ
ポートセンター 費 月1,000円 問 石井
☎090－3876－4047
◆朗読の会ラズベリー
日 第2㈯13時30分～15時 会 家庭文庫
ピッピ（新京成松戸新田駅下車） 費
月1,000円 1,000円 問 足立☎090
－1219－4562
◆新婦人松戸支部キャロル班（絵手紙）
日 第2㈪10時～12時 会 永泉ビル（新
京成上本郷駅下車）費月300円問
渡部☎312－3335
わたなべ
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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
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スポットライト

矢切ねぎを販売 し ま す

柔らかく甘みがあり、高級料亭でも広く使われ全国的に
も有名な「矢切ねぎ」が、今年度も「矢切ねぎふるさと便」
として販売されます。ぜひご賞味ください。
発送・引渡し期間12月1日㈫～21日㈪、1月6日㈬～8日㈮
金額泥ねぎ葉付き7kg3,000円（税込み） ※送料別途、代金前払い。
11月19日㈭～12月3日㈭（土・日曜、祝日を除く）の間に、JAとうかつ中
央各店窓口で ※各生産者の直売所でも販売しています。
JAとうかつ中央経済センター☎341－5151（土・日曜、祝日を除く）

基礎の技術に長年の経験を加え
歌舞伎の伝統を未来に
東京演劇かつら㈱代表取締役
か わ ぐ ち せ

い

じ

川口清次さん
文化庁では、有識者で構成される文化審議会の答申に基づき、
文化財保存のために欠くことのできない伝統的な技術や技能のう
ち保存の必要があるものを「選定保存技術」として認定してい
ます。今年度選ばれた2人の選定保存技術者のうち、歌舞伎鬘 製
作・川口清次さんは市内在住。業界内では約97%のシェアをもつ
企業の代表取締役でもあります。
歌舞伎に用いるかつらの土台（地金）は、薄い銅板でできてい
ます。テレビの時代劇などで使用されるかつらには、アルミニウ
ムなど軽い素材が用いられていますが、公演期間が1カ月にも及
ぶ歌舞伎では、耐久性を重視し頑丈な素材を使用するそうです。
「ハードな芝居では、役者は公演期間中に痩せて頭の形もわずか
に小さくなることもあります。そのため公演中にも微調整を行い
ます」と川口さんが言うように、作ったかつらの形をその都度役
者に合わせて調整するのも仕事の一つです。
かつらの毛は、中国から輸入した人毛を使用します。羽二重（絹）に
特殊なかぎ針を用いる「羽二重通し」や、つぼ糸に毛を編み込んでいる
「蓑（蓑編み）」といった技法により地金に植毛されたかつらは、そ
の後床山という職種に引き渡され、役に応じた髪型に整えられます。
このような技術が磨かれた源泉には、三代目市川猿之助の影響が
あったと川口さんは言います。「従来の慣習を打ち破る、新しいス
タイルの芝居を多く行われていたので、さまざまなオーダーに応え
る必要がありました」と言う一方で、十八代目中村勘三郎の「基本
を覚えてから新しいことを始めるのが『型破り』、基本がないのに
自分が思うままに行うのは『形無し』」という言葉も大切にしてい
るそうです。「何事も、師匠から学んだ基礎の技術があってこそな
のは忘れません」というのは、あらゆる業界に通じる話ではないで
しょうか。
仕事で一番大切にしているのは「健康であること」。公開初日の約
1週間後には、次の月の公演のかつらの台金合わせのために各劇場へ
出向く必要があることから、休むタイミングが難しく、働き詰めに
なりがちです。そのため、現在は社員にその分必ず決められた日数
の休暇を取らせるようにしているそうです。「今は給料の額よりも、
土日に休みがあるかを気にする人の方が多いですから」と経営者の
顔を覗かせる川口さん。「後を継ぐ若い人たちに
は、どんな役者のオーダーにも応えられる、引
き出しの多い職人になってほしいですね」と言
うのは、毎月約40人の役者のかつらを手掛け、
それぞれの個性にきめ細やかに応じて技術を磨
いてきた経験があるからこそ。確かな基礎の技
術にプラスされた40年以上の豊富な経験は、
川口さんの指導を通じて次の世代に伝えられ、
これからも伝統技術は保存されていきます。
かつら

2021（令和3）年版

悪質商法・詐欺撃退カレンダーを 無料 配布します
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。
配布開始11月16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、各地域包括支援センター
消費生活課☎366－7329

じ が ね

は ぶ た え

出張！なんでも鑑定団in松戸
時間20時54分から 放送局テレビ東京
※放送日は変更される場合があります。
文化観光国際課☎366－7327

12月1日㈫
放送決定！
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2020（令和2）
年3月生
パパに抱っこされてご機
嫌です！これからもたく
さん笑って元気いっぱい
大きくなっていこうね！

れ ん

怜

か

な

柑太

2019（令和元）年5月生
1歳の誕生日にケーキを思い
きり食べました！ 今年はお
出かけできないけど来年の
誕生日はお出かけしようね。

2020（令和2）年4月生
食べることが大好きで毎日離乳
食をもりもり食べているね。早
くみんなと楽しく食事ができる
ようになるといいね！

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！
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

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

Here comes Ha!

かつら製作の様子

“Matsudo Pears”The joy of fall
If you are a Matsudo citizen, I bet you have heard about Matsudo's
famous pears. Every year, once the summer sunlight softens,
I always look forward to picking pears. I came from a tropical
country, so where I am from the pear is an expensive imported
fruit. But here in Matsudo, I can eat as many pears as I want,

秋の喜び“松戸の梨”
松戸市民の誇りである梨。毎年、夏の日
差しが柔らかくなる頃、梨狩りを楽しみに
しています。熱帯の国ベトナム出身の私に
とって、梨は高級な輸入品ですが、梨が名
物の松戸に住んで、梨を気軽に食べられる
ことは、とてもラッキーです。例年通り今
年も友達と梨狩りを計画していましたが、
梨の花が咲いた時期に雪が降ったので梨狩
りをするのに充分な実がなく、今年は直売
のみでした。少し残念でしたが、梨園に行
くと、園主さんがとても優しい方で、園内
を案内して、農家さんたちの苦労、喜びな
ど、日々の話をしてくれました。人生はい

つも順調で、うれしいことばかりではあり
ません。自分の希望に反することも起こり
ますが、すべてが意味や価値を持っている
大切な経験だと感じました。

which makes me feel very lucky. This year, I also planned to go
pear picking with my friends, but unfortunately, due to abnormal
weather this March right when the pear blossoms were blooming,
this year's yield didn't have enough fruit to sustain a lot of pear
picking. I still went to my favorite pear orchard to buy fresh pears
though. The owner was very nice. Although he wasn't open for
pear picking, he took me on a tour around the orchard, told me
some daily life stories of a pear farmer, including all the worries and
all the hopes. Life is not all roses. Sometimes things don't go well
as one would expect, but these experiences still have their own
meaning and value. You should treasure every experience in life.
Matsudo City International Portal

毎年、松戸の梨を楽しみにしています。
Every year, I look forward to eating Matsudo pears.

気軽に連絡してください！ Please contact us anytime!
mccir@city. matsudo.chiba.jp（English・Tiêng Viêt・Español・日本語 = OK!）
文化観光国際課 ☎366－7327

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。また、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

