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３月7日まで

緊急事態宣言が延長されました！

引き続き

不要不急の外出・移動を控えてください

これまでの不要不急の外出の自粛などにご協力いただき、ありがとうございます。皆さんのご協力により、市内の新規感染
者は1月中旬以降減少傾向にあります。しかし依然として、入院できずに自宅療養している人も多くいるため、予断を許さな
い状況が続いています。
医療の最前線で働いている医療従事者のためにも、皆さんの大切な人を守るためにも、引き続き気を緩めることなく、
不要不急の外出・移動の自粛や基本的な感染防止策を徹底しましょう。
症状などについて松戸市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル
感染者情報などについて健康福祉政策課☎704－0055

0120－415－111（土・日曜、祝・休日を除く）

松戸市と近隣市の新規感染者数

市内療養者の状況（2月4日時点）

（直近 7 日間の平均での１日当たり新規感染者数）
新規感染者数は減少傾向ですが、再び感染が拡大するおそれもある
ため注意が必要です。
（単位：人）

2月4日現在累計感染者数 1,982人

100.0

依然として、自宅療養などが多くなっています。
（単位：人）
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自宅療養者には、毎日保健所が健康状態の確認をします
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症状が悪化した場合には、すぐに保健所へ連絡していただく
ことになります。また、希望者には配食サービスを行っています。

検査費用助成の対象を「
の対象を「全市民
全市民」に拡大しました
」に拡大しました
PCR 検査費用助成
助成対象期間 2月1日㈪～3月31日㈬

地域医療課☎366－7771

対象新型コロナウイルス感染症の症状がなく、医療機関（市 市内で自費診療のPCR検査を実施する医療機関（2月1日現在）
内外問わず）が実施する自費診療のPCR検査を受検した人
市内・市外問わず、この他の医療機関で自費診療のPCR検査を受検した場合も助成の対象です。
助成額月1回1人当たり最大20,000円（検査費用は医療
医療機関名
電話番号
所在地
機関により異なります）
新松戸中央総合病院
345－1111
新松戸1の380
申請期限4月9日㈮（申請総額が予算額に達した時点で受
予約受付 331－2025
東葛クリニック病院
付を終了します）
樋野口865の2
※市の補助対象者のみ実施 （平日14時から16時）
PCR検査を受検後、地域医療課で配布または市ホーム
予約受付 070－4080－6030
ページでダウンロードできる申請書・領収書の原本・振 市立総合医療センター
千駄堀993の1
（平日14時から16時）
込先の通帳などの写しを直接または郵送で
391－5500
市立福祉医療センター
〒271－8588松戸市役所地域医療課（☎
高塚新田123の13
東松戸病院
（平日14時から16時）
366－7771）へ
※詳細は市ホームページをご覧ください。
市ホームページ
いらはら診療所
347－2231
小金原4の3の2
注意
●保険診療の検査は助成の対象外です。
●民間検査機関（衛生検査所）に申し込んで行う検査
など、医師が介在しない検査は助成の対象外です。
●医療機関が実施する検査であれば、インターネットな
どでの申し込みによる検査も助成の対象になります。
※助成対象になるか分からない場合は、地域医療課へ
お問い合わせください。

か

が

や ただし

加賀谷正クリニック

312－7707

東松戸3の7の19

小山内科クリニック

710－5173

小山189

新東京クリニック

予約受付 080－7276－2595 根本473の1

松戸タワークリニック

394－4270

松 戸1139の2ライオンズ ス
テ ー ション タワ ー 松 戸 3 階

矢切クリニック

394－8850

栗山125の1

ひがしまつど小児科

391－7001

東松戸2の27の1
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今年の市内「さくらまつり」は
開催を中止します

市役所・支所などの窓口に行かなくてもできる
手続きがあります
住民票などの証明書の申請や転出届など、各種手続きの中には郵送・イン
ターネット・コンビニエンスストアでできる手続きもあります。
詳細は、各手続き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。

問文化観光国際課☎366－7327
新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、下記のまつりは各まつり実行委
員会により中止が決定しました。ご理
解・ご協力をお願いします。

市ホームページ
「窓口に行かずに
できる手続き」

市・県民税の申告は郵送での提出にご協力ください
問市民税課☎366－7322

●松戸宿坂川河津桜まつり

申告書提出期間2月16日㈫～4月15日㈭ ※申告期間が延長されました。
医療費控除の申告方法医療費控除の明細書を作成し、令和3年度市民税・県民税の申告書と一
緒に郵送してください。 ※領収書の提出は不要です。自宅で5年間保管してください。
申告書の書き方が分からない場合分かる範囲のみ記入し、分からない部分は資料を同封して郵
送してください。 ※医療費控除の明細書は自身で作成してください。
申告書の控えが必要な場合切手を貼り、送り先に住所・氏名を記入した返信用封筒を同封して
ください。

千葉県知事選挙から
投票所入場整理券が変わります
3月21日㈰投票日

問市選挙管理委員会事務局☎366－7386
同一世帯のうち、市の選挙人名簿に登録されている人全
千葉県明るい
員の氏名を封筒の宛名に列挙してお送りします。封筒には 選挙シンボル
同一世帯全員分の投票所入場整理券が1枚ずつ入っていま キャラクター
せんきょ君
すので、投票の際は他の家族の整理券と間違えないようご
注意ください。
変更点
◦はがきではなく封書でお送りします
◦投票所入場整理券を切り取る必要がなくなります（1人1枚になります）
◦投票所入場整理券に投票所の地図を掲載します
◦期日前投票所の案内を同封します
これまでの
整理券
（はがき）

次回選挙の整理券
（封筒に同封）

➡

●国分川桜まつり

今号に掲載の催しも中止・延期になる
場合があります
最新のイベント中止情報は、市ホー
ムページをご覧ください。

中止・延期になった
イベント等

総合案内AIチャットボットの
運用を開始しました

問情報政策課☎366－7399
24時間365日いつでもどこでも、スマートフォン
やパソコンで市ホームページの妖精「まつまつ」
が
対話形式でお問い合わせに回答する「総合案内AI
チャットボット」の運用を開始しました。
アクセス方法市ホームページのトップページま
たは下記QRコードからご覧ください。
使い方調べたいことを画面下の入力ボックスに入力してください。質問
の答えが書いてある市ホームページを案内します。選択肢が出ている場
合は、それを選択することで答えを絞っていきます。
※特定の個人に関する質問には回答できません。また、質問の際に名前
や住所などの個人情報は入力しないでください。
多くのお問い合わせに対応することでAI
が学習し、より精度の高い回答をできるよ
うになります。どんどんご活用ください！

市では認知症の状態に応じた適切なサービス提供の流れをご案内する
松戸市版認知症ガイドブック（ケアパス）を作成していますが、さらに3
つのテーマに沿ってより詳しく市の施策を記載したパンフレット「松戸
市の認知症対策について」(A4版32ページ）を作成しました。
配布場所高齢者支援課、各地域包括支援センター、各支所、各市民センター
内容◦皆さんが参加できる支援 ◦認知症の早期発見のための支援
◦認知症などで道に迷ってしまう高齢者に対する支援
対象認知症の人やその家族、認知症ボランティアを希望する人

市立図書館の無料オンライン講座
子ども読書推進センター10周年記念

まつど

2月15日は「松戸市もったいないの日」

もったいない標語が決定！
す

こころ

す

い の ま た

ゆ

か

こ

最優秀賞 ポイ捨てで あなたの心も 捨てますか（猪股 友佳子さん）
優秀賞

さき

いのうえ

な

つ

え

みつけよう もったいないの その先を（井上 奈津枝さん）
もったいない 命の息吹 もう一度（和田 秀雄さん）
いのち

い ぶ き

い ち ど

わ

だ

ひ で お

市内在住・在勤・在学の皆さんから「まちの中のもったいない」をテー
マに募集し、1,261件の応募がありました。この機会に、家庭や職場で
「もったいない」について再発見してみましょう。
問もったいない運動推進市民会議事務局（行政経営課内）☎366－7311

自分らしく働きたい女性を応援

要申込

「絵本に込める思い 子どもに伝えたいこと」
同館☎365－5115

児童文学・絵本について深く学ぶことで読書により親しみや
関心を持てるよう、読み聞かせと本の紹介を中心に行う講演会
です。 ※URLは申込者のみお知らせします。受講にかかる通
信費は各自負担です。
配信期間3月19日㈮9時～28日㈰16時まで
開催方法YouTubeでの動画配信（約40分）
内容●子どもの発達段階に合わせた絵本選び●
「おまえうまそ
うだな」
（宮西達也/作絵 ポプラ社）など絵本の読み聞かせ
●絵本が生み出された背景や作家が込めた思いなどの解説
講師えほん事務所絵本コーディネーター・堀玲子氏
2月28日㈰17時までに、ちば電子申請サービスで

総合案内AI
チャットボット

ひと・もの・しぜんを大切にするまち

地域包括ケア推進担当室☎366－7343

親子で楽しめる児童文学講座

●常盤平さくらまつり

●六実桜まつり

市役所の開庁時間外でも
お問い合わせください

松戸市の認知症対策の施策を
1冊のパンフレットにまとめました
問高齢者支援課

●八柱さくらまつり

市公式
ホームページの
妖精「まつまつ」

お仕事フェスタ2021
お仕事フェスタ
2021

～あなたの働きたい！を応援します!!～
3月4日㈭10時～13時（入退場自由・予約優先）

堀玲子氏

ちば電子申請
サービス

会場ゆうまつど（一部オンラインでも参加可）
内容◦女性就労・両立支援相談◦起業相談◦ファイナンシャルプラン
ナー相談◦保育園・幼稚園・放課後児童クラブなどの情報提供◦ワー
クショップ「履歴書の書き方講座｣「性格診断」｢1日のタイムスケ
ジュールを見直してみよう！」
対象市内で働いているまたは働きたい女性（子育て中も可) 費用無料
申し込みフォームで
マ マ キ ャ ン
問NPO M amaCan☎080－7025－
1403（10時〜13時30分）、
contact@mamacan-m.com
申し込みフォーム

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。
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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
2/17㈬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 -A LERT）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 問 危機管理課
☎366－7309
ジェイ ア

ラ

ー

ト

3/1㈪からちば電子申請・届出サービ
スのURL（接続先）が変わります
これまでのページはアクセスできな
くなります。パソコンやス
マートフォンのブックマー
ク（お気に入り）に登録し
ている場合は変更をお願
ちば電子申請
いします 問 情報政策課☎
サービス
新トップページ
366－7399
1月は防災行政無線で2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
2021(令和3)年度千葉県小児慢性特定
疾病受給者証更新対象者へ案内を送付
しています
申請期間 有効期間が9/30までの人は
6/1～7/22（国民健康保険組合加入、
住民税が非課税または保険証変更が
あった人は6/24まで) ※医療意見書
の有効期間は記入日から3カ月以内で
す問 松戸保健所（松戸健康福祉セン
ター）地域保健課☎361－2138
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 アトレ松戸 縦覧・意見書提出期限
5/10㈪ 縦覧場所 商工振興課 問 同課☎
711－6377
3/1㈪～7㈰は建築物防災週間です
期間中、不特定多数の人が出入りす
る建築物を対象に、防災査察を行いま
す。安全な街づくりのため、ご協力を
お願いします 対象施設 市内の店舗・ホ
テル・遊戯施設など 問 建築指導課防災
班☎366－7368

公立夜間中学「市立第一中学校みらい
分校」2021(令和3)年度入学生徒追加
募集
受付期間 3/5㈮まで 問 学務
課☎366－7457
※詳細は市ホームページを
市ホームページ
ご覧ください。
会計年度任用職員（放課後児童クラブ
①巡回アドバイザー②支援指導員）募集
勤務日時 平日週4日9時～17時 勤務場所
子育て支援課（市役所新館9階) ※市内
各施設・小学校への巡回あり 業務内容
①市内放課後児童クラブを利用する児童
（特に児童虐待など特別な支援が必要な
ケース）の養育内容・環境などに関する
各クラブへの助言・指導・相談受付・関
係機関との連絡調整など②市内放課後
児童クラブ・放課後KIDSルームが小学
校の施設を利用する際の連絡・調整、児
童の安全や学力・生活力向上のための
保育全般についての各施設への指導・
助言など 資格 ①以下の全てを満たす人
◦市内の保育施設で保育士としてまたは
放課後児童クラブで支援員として長期
間勤務し、他の職員を指導する立場を務
めた経験がある◦特別な支援が必要な児
童の対応経験がある◦普通自動車免許
を持つ②市内小学校に教員として勤務し
た経験があり、普通自動車免許を持つ人
募集人員 各1人 時給 ①1,460円②1,900
円 ※いずれも別途交通費支給、期末
手当あり、社会保険・雇用保険加入 申
2/24㈬〔必着〕までに、市ホームペー
ジからダウンロードまたは同課で配布す
る履歴書と資格の取得を証する書類の写
しを直接または郵送で〒271－8588松
戸市役所 子育て支援課☎366－7347
へ ※書類選考後面接
キ ッ ズ

外国人相談窓口（英語）相談員募集

任期 4/1～2022(R4)/3/31 勤務時間 木

曜10時～13時 応募条件 以下の全てを満
たす人◦日本語でパソコン操作（Excel・
Word）ができ、日本語の読み書きがで
きる◦英語で会話・文書作成ができる
◦外国人の場合は就労が認められる在
留資格を有し、日本語能力検定1級以
上または同等の能力を有する 募集人数
1人 時給 1,380円（別途交通費支給）申
2/26㈮〔必着〕までに、
応募書類を提出 ※詳細
は市ホームページをご覧
ください 問 広報広聴課広
市ホームページ
聴担当室☎366－1162

求む！将来の地域における消費者リーダー

令和3年度松戸市消費生活モニター募集 要申込
将来、消費生活モニターの経験を地域のために活かしたい人はぜひご応
募ください。
募集人数10人（選考あり）
任期委嘱後から令和4年3月31日まで
応募資格次の全てに該当する人 ●市内
在住の18歳以上●過去に市の消費生活
モニターを経験していない●食料品や生
活必需品の販売に関係していない
謝礼年額上限18,000円
3月15日㈪までに、所定の様式を
〒271－8588松戸市根本387の5
松戸市役所消費生活課 消費生活モニ
ター係（☎366―7329）へ
※様式は消費生活課で配布
または市ホームページでダ
ウンロードできます。
市ホームページ

年間スケジュール（予定）
※一部オンラインで行う予定です。
回
1
2
3
4
5
6
7
8

内容
消費者問題勉強会①
消費者問題勉強会②
消費者問題検討会①
消費者問題検討会②
消費生活展（運営補助）
施設見学会（実地研修）
消費者リーダー育成講座①
消費者リーダー育成講座②

その他に、消費生活に関する
意見の提出、アンケート調査の
回答、市作成啓発チラシの配
布、市主催講座・イベントの周
知協力などの活動があります。

同ダイヤル☎0120－415－111
〔8時30分～17時
（土・日曜、祝・休日を除く）
〕

イベント

災害時に自分や子ども、家族を守るた
めに日頃からできることや、用意して
おきたい防災アイテムなどについて
講 NPOパートナーシップながれやま
副代表・青木八重子氏 対 市内在住・
在勤 定 先着20人 ※一時預かりあり
（3歳～小学2年生、先着3人、要申
込) 申 3/4㈭までに、市ホームページ
またはEメールに住所・氏名・電話番
号・Eメールアドレス・一時預かり希
望の場合は子どもの氏名と月齢を記入
して、男女共同参画課
mcsankaku@city.
matsudo.chiba.jp
市ホームページ
（☎364－8778）へ

明るい選挙啓発習字特別賞作品を展示
します
日 2/16㈫～19㈮各8時30分～17時 会
市役所1階連絡通路 問 市選挙管理委員
会事務局☎366－7386
手縫いでできる簡単レディースマスク
づくり
日 2/17㈬14時～16時 会 明市民セン
ター 定 先着15人 持 はさみ 費 800円 問 同
センター☎368－6700
造形講座「杉戸絵に挑戦しよう！」
〔全
2回〕
日 2/25㈭・27㈯各13時15分旧齋藤
邸（紙敷588）集合、終了後各自解散
(最大15時30分まで） 内 杉板に日本画
の絵の具を使って杉戸絵を制作 講 日本
画家・泉晴 行氏 対 2日間参加できる人
定 先着9人 持 飲み物 費 500円 申 2/24
㈬までに、電話で社会教育課☎366－
7462へ

労働セミナー「コロナ禍でもおさえて
おきたい労務管理情報～リモートワー
ク・同一労働同一賃金について～」
(オンライン開催）
日 3/9㈫14時～16時 実施方法 Zoom
による配信講 社会保険労務士・杉浦
宏明氏講 市内企業の経営者、人事・
労務担当者など 定 先着30人 申 電話ま
たはEメールで商工振興課労政担当☎
711－6377、 mcsyoukou@city.
matsudo.chiba.jpへ

せいこう

柿ノ木台公園（ライオンズの森）に関
するワークショップ
日 3/7㈰13時～16時 会 二十世紀が丘
市民センター 対 柿ノ木台公園からおお
むね500m圏内在住（小学生以下要保
護者同伴） 定 先着40人（変更の場合
あり） 申 2/26㈮までに、電話またはE
メールに住所・氏名（ふりがな)・電話
番号を記入して、公園緑 地 課 ☎366－
7380、 mckouen@city.matsudo.
chiba.jp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de詐欺撃退
機器などを展示します 日 3/15㈪10時
～10時30分 会 寺沢公園（三矢小台3
の20)、八光台公園（八ケ崎1の42）
定 各先着100人 問 市民安全課☎366－
7285
で

女性の視点で考える防災・減災セミ
ナー
日 3/9㈫10時～12時 会 ゆうまつど（3/
15㈪〜29㈪にYouTubeでも配信) 内

令和２年度

中学生の
「税についての作文｣
受賞者を紹介します
問税制課☎366－7321
市では毎年、中学生の皆さんに税の正しい知識を持ってもらい、税
に対する理解を深めてもらうことを目的として、租税教室の開催とと
もに、家庭で学んだ税に関すること、報道で知った税の話題などを
テーマとした「税についての作文」の募集を行っています。
今年度は市内13校から1,399点の応募があり、厳正な審査の結果、
市長賞をはじめ15点を選考し賞状と記念品を贈呈しました。
令和3年度も9月上旬に作品の募集を予定しています。市内在学の中
学生の皆さんの応募をお待ちしています。
賞

学校名

市長賞

専修大学松戸中

議長賞

第一中

副市長賞 第四中
教育長賞 第四中
第六中
金ケ作中
新松戸南中
聖徳大学附属女子中
第三中
優秀賞

六実中
根木内中
第二中
小金中
第一中
牧野原中

学年

受賞者氏名
かねえだ

３ 金枝
ふ か つ
３ 深津
ふきざわ

３ 蕗澤
あかつか
３ 赤塚
にしむら

３ 西村
なかじま
３ 中島

え び は ら

そ

ら

税金と父

青空
し お ん

市といのちを支える力

獅央
か ず と

一斗
わ

か

題名

私たちを守ってくれる税
な

和日南 人を繋げる税金
ゆ う
公平な分配の仕組み
友吹
あ ん ね

杏音
む

私たちの生活の支え

む

３ 海老原 心夢 私達と税金の繋がり
お が わ
ゆ う き
税金をプラスに捉えて
３ 小川 優希
まつばら

りょうすけ

幸福をもたらす税
３ 松原 良 佑
こ み や ま
き り
３ 小宮山 樹里 税金について
かさまつ

ま

ゆ

う ぬ ま

り

お

こ

２ 笠松 真由子 税金の力で
ながやま
か り ん
祖父を救った思いやり税
３ 永山 夏鈴
や ま だ
か な ほ
意味のある「税」
３ 山田 奏帆
３ 鵜沼 莉央
き む ら
め ぐ み
３ 木村 萌美

未来を幸福に導く鍵

「税金」の大切さ
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コロナ禍においても安心して暮らすために
～有識者特別インタビュー Vol.3～

新型コロナウイルス感染拡大の影響により多くの制約が課せられている中、
高齢者を中心に社会活動の自粛が進んでいます。
このような状況下で特に注意して取り組むべきことについて、1月15日号・2月1日号に
有識者へのインタビューを掲載しましたが、好評を受け第3弾をお届けします。
問健康福祉政策課☎704－0055
——陽性者数やクラスター発生状況が日々報告されていますが、どのよう
なことに注意していくべきですか
陽性者数は感染の状況を把握する一番分かりやすい目安だと思います。
ただし日々の陽性者数のみに一喜一憂するのではなく、別の指標も参考に
して状況を判断していく必要があると思われます。例えば、陽性率は検査
に占める陽性者数の割合ですが、それが高くなれば感染が浸透してきてい
ることが示唆されますし、重症者数や病床使用率が増えれば医療機関が
逼迫することが読み取れます。
クラスターはあちこちで起こっていますが、市中感染が広がっている状
況ではクラスターが見つからなくても感染者は増えていきます。日本では
当初クラスターを見つけてそれからの広がりを抑えることで感染拡大を抑
制する方針で進められていましたが、第3波では調査も限界となりクラス
ター対策が難しくなっています。
ひっぱく

——今後どのような状況になれば、これまでの日常生活に戻れるでしょうか
「これまでの日常生活」がマスクを着用せず、3密やソーシャルディス
タンスも気にしなくてよい生活を意味するのであれば、国内での1日の新
規感染者数が1桁になるような状況までにならないと難しいと思います。
おそらくそうなるには1〜2年を要すると思いますが、重要なのはワクチ
ンの普及であり、国民の6〜7割がワクチンを接種して集団免疫が成立する
と、感染者数はかなり減らすことができると思いますし、この感染症に対

——これからも新型のウイルスが流行することもあると思いますが、何に
注意して暮らすことが大事ですか
これから起こりうることでまず注意が必要なのは、新型コロナウイルス
の変異種（変異ウイルス）の感染拡大だと思います。
また、新型コロナウイルスとは異なる新たなウイルスが流行する可能性
も否定できません。そのウイルスが空気感染を起こすものである場合はか
なり異なる対策が必要になりますが、飛沫感染と接触感染の場合は、私た
ちのすべき感染対策はこれまでと変わりません。いずれにしても、パニッ
クに陥る必要はありませんので、正確な情報に基づいて対応するように心
掛けましょう。

×

インド

3月11日㈭10時30分～11時30分
講師サノフラワー教室パールブーケ主宰・須賀かおる氏
定員先着8人
持ち物クラフトばさみ、
持ち帰り袋
費用2,000円
会場同公園マグノリアハ
ウス
2月 16日 ㈫ 9時 か ら、
電話で同公園管理セン
ター☎384－4187へ

松本哲哉氏

する恐怖感も薄れていくのではないかと思います。
新型コロナウイルスのワクチンは、政府による1月末時点での発表で
は、2月中に医療従事者などへ、4月から高齢者への接種が始まる予定で
す。すでに川崎市などで接種のシミュレーションが行われ、各自治体でも
準備が進められています。
ワクチンの接種に対して不安を感じる人もいると思いますが、重い副反応
である重症のアレルギー（アナフィラキシー）が起きるのは最新のデータで
は20万人に1人程度ですし、接種後30分程度経過観察し、もし副反応が起
こったら適切な処置が行われます。任意接種ですので、不安がある場合は事
前に主治医とよく相談してから受けるかどうか決めてください。

松戸

ノ

天然素材SANOEフラワーの
ナチュラルリース

国際医療福祉大学医学部
感染症学講座主任教授

パラダイスエア

東松戸ゆいの花公園の
講座 要申込
サ

インタビュー対象

アーティスト展 示 作 品 の
紹 介トーク 動 画 を 公 開 中！

PARADISE AIRがこれまでの3年間で招へいしたインド・ベンガルールのアーティスト3人
と、ベンガルール滞在経験があり松戸を拠点とする日本人アーティスト3人が松戸とベンガ
ルール間で各々の作品を紹介し合うオンライン・トークを開催しました。ウェブサイトで、
この様子を随時公開しています。松戸にいながら、アートを通じてインドの空気を感じられ
るはずです。ぜひご覧ください！
問(一社）
PAIR☎364－8832、文化観光国際課☎366－7327
ペ

ア

パラダイスエア
ウェブサイト

よ い は な

スレッシュ・ジャヤラニ氏
（2018年松戸市滞在）

国際交流員・トン・アイリスが
ホワイトホース市を紹介します

サンディープ・T・K氏
（2019年松戸市滞在）

はじめ

撮影：加藤 甫

2021
（令和3）
年は
姉妹都市締結50周年！

姉妹都市通信

オーストラリア
vol.1

問文化観光国際課☎366－7327

ホワイトホース市の真夏のクリスマス
オーストラリアは南半球に位置し、
季節は日本と正反対です。時差は通常
1時間、10月から3月まではサマータ
イムで日本より2時間早くなります。
松戸市が暑い夏の間、ホワイトホース
市は冬を迎えます。ホワイトホース市
は温帯性気候なので、夏はかなり暑く
なる日もありますが、猛暑が続くこと
は少なく、冬は松戸市より少し暖かく

アイシュワリヤン・K氏
（2020年松戸市滞在）

シドニー

キャンベラ
アデレード
パース

メルボルン
タスマニア

★

ホワイト
ホース

快適に過ごすことができます。
日本では冬のイベントであるクリスマ
スが、オーストラリアでは真夏にやって
きて、サンタクロースを意識した赤と白
のウエットスーツに着替えてサーフィ
ンをする人も！真夏の太陽の下で豪快
なバーベキューをするのがオーストラリ
アでのクリスマスの過ごし方の定番と （公財）松戸市国際交流協会
国際交流員・トン・アイリス
なっています。
（オーストラリア出身）

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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松戸市安全安心メール
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

パソコン・スマートフォン版

幼少期から磨かれた形勢判断力

モバイル版

松戸里やま応援団と市による里やま保全活動の取り組みが

「ちば里山アワード」大賞受賞！
問みどりと花の課☎366－7378

県内の里山を整備することにより美しい
景観を守る活動や里山の資源を生かして
地域の活性化に繋 げている活動のうち、
優れた事例・先駆的な事例を表彰する「ち
ば里山アワード」の今年度大賞に、松戸
市の里やま保全活動が選ばれました。
市は松戸里やま応援団の皆さんと共
に、みどりを保全する活動を通して多く
の皆さんに森の魅力を伝え、緑の大切さへの理解を広げる活動を行っていま
す。この取り組みは県内初の事例であり、同様の取り組みは近隣の市町にも広
まっています。
つな

松戸市の里やま保全活動 市に残るみどりを守り育て、次の世代に良好な自然
環境を引き継ぐことを目的に、2003（平成15）年から市民ボランティアと行政
との協働で「里やまボランティア入門講座」をスタート。その修了生が里やま
活動団体を立ち上げ、現在は14団体が市内の森林所有者の理解と協力のもと、
活動を行っています。これら14団体は「松戸里やま応援団」としてネットワー
クを構成し、相互に連携しながら現在も精力的に活動しています。
主な活動内容 ● 市内の森の保全・整備活動 ● 団体間での課題や情報の共
有、ステップアップ講座の開催など ●学校・幼稚園・保育所などの子どもの森
林体験の実施 ●子育て支援団体と共に森を活用したイベントの開催 ●市内の
森を一斉に一般公開する「オープンフォレストin松戸」の開催

み

ちゃん

ちゃん

2019（令和元）
年10月生
いつも可愛い笑顔をありがと
う！パパとママはたくちゃんが
大好きです！すくすく元気に大
きくなってね！

し ょ う ま

く

さ く

ちゃん

将真

た

拓海

朔

2019（平成31）年4月生
お外で遊ぶことが大好き。
家族のアイドル朔ちゃん、
元気に大きくなってね！

2020（令和2）年6月生
新型感染症流行のため、面会
禁止の中生まれてきてくれま
した。たくさん食べて大きく
育ってね！

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

国際交流員ギテレス・ハビアが松戸の魅力を紹介します
Discover Matsudo's many charms with CIR Javier Gutierrez

！
ハ・・・ビッ

身近な場所で時間旅行！
松戸駅西口の近くにある「松戸探検隊ひ
みつ堂」は松戸の宝物の一つです。今は観
光案内所となっているひみつ堂は、江戸時
代の水戸街道の要所として発展した松戸宿
の面影を色濃く残す場所です。
外から見ると風景に溶け込んでいますが、
中に入るや否や異世界に来たような特別な雰
囲気に巻き込まれました。昔の面影を残した建
築から壁を飾る古風なモノクロのポスターに
至るまで、この居心地よい穴場である古民家
の隅々に100年前以上の歴史が感じられます。
芸術鑑賞のような休憩を楽しみつつ、ひみ
つ堂のスタッフ・リノさんの出身である、イ
ンドネシアの農園から輸入するおいしいコー

な

み

き ひびき

日本棋院 囲碁棋士・並木響 新初段
「広い盤面のどこに打ってもいい自由さが、囲碁の魅力だと思い
ます」。そう語るのは、19歳にしてプロ試験に合格し、今年4月か
ら囲碁のプロ棋士になる並木響さん。ゲーム音楽の著名な作曲家
を父に持ち、「ゲームでも、空間を自在に移動できるシューティ
ングゲームが特に好きです」と言うようにゲームも得意ですが、
「eスポーツ」のプロゲーマーではなく囲碁のプロの道を選びま
した。
並木さんと囲碁の出会いは小学2年生の時。漫画「ヒカルの
碁」を読んだことをきっかけに祖父にルールを教わり、新松戸の
囲碁教室に通い始めました。その頃から、上級生に負けない実力
を発揮し、囲碁の世界にのめり込んでいきます。その後、両親の
都合で岡山県に引っ越した際、6年生の時に同県代表として2つの
全国大会に出場。この時の経験からプロに憧れを持ち始め、院生
になりプロへの道を歩み始めました。
中学1年生の夏に松戸に戻ってきた並木さん。院生との両立の
ため、土日の行事には出られない日々でしたが、「先生方が応援
してくれ、プロになるという進路を選ぶことができました」と、
母校である小金南中学校の恩師への感謝を忘れません。
プロ一筋の道を選んだ並木さんですが、通っていた道場では
「プロになれる実力がある」と言われながら、肝心の試験でその
実力をうまく発揮できず、足踏みが続きます。「序盤にミスをし
てしまうと焦ってしまい、そのまま負けてしまうことが多かった
です。メンタルコントロールがうまくありませんでした」と振り返
る並木さんが変わることができたのは、「自分の強みが『形勢判断
力』であることに気付くことができたから」だと言います。形勢
判断力とは、陣地の計算や石の強弱などを読み取り、方針を決め
る力。この力を生かし、前半でミスをしても後半に取り返せるよ
うになり、接戦を手堅くものにできるようになったことから、自
信がつき精神的にも安定、晴れてプロ試験合格を勝ち取ることが
できたそうです。
プロとして目指すのは、子どもたちへの囲碁の普及。「囲碁の
自由度の高さは、ハードルの高さにもなっています。でも、集
中力や計算力、礼儀やマナーも身
に付きますし、大人と対等に勝負
できるので精神的に成長できる機
会が多く、子どもの教育に有効だ
と思うんです。囲碁の良さをみん
なに知ってほしいですね」と、学
校や地域で多くの人に囲碁を体験
する機会を提供する未来を描きま
す。「それも、プロとして名を上
げてからですね。棋士として勝ち
にいきます」と決意を見せる並木
さん。形勢判断力を生かした堅実
なスタイルを武器に、プロの世界
という無限の盤面の中でも勝利を
引き寄せます。

Time Travel at your Doorstep!

Here comes
Ja...vi!

ヒーを飲みながらお話ししました。彼は市内
の観光に関する知識をたくさん持ち、ボラン
ティアとして情報をシェアしており、彼の松
戸に対する興味を強く感じました。
今好きなだけ旅行をすることは難しいけ
れど、松戸探検隊ひみつ堂を訪ねると現代
から離れ、タイムスリップを体験できま
す。ぜひ、立ち寄ってみてください！
「ひみつ」堂と呼ばれても、秘
密にならない方がいいと思いま
す！皆さんに教えてください！
It may be called Himitsudo, but this place should
not be kept a himitsu
(secret). Spread the word!

“The Secret Cottage”(Himitsu-do), located near Matsudo
Station's West Exit, is one of Matsudo's greatest treasures. While
nowadays the Himitsu-do serves as a local tourism information
center, its former fame as an important point along the Edo-era
Mito Kaido road also grants the place a pronounced atmosphere
strongly reminiscent of Matsudo's post town days.
From the outside this place blends seamlessly with its
surroundings, but taking that first step inside was like stepping
into a whole new world. From every nook and cranny of the cozy
hole-in-the-wall I could feel its 100-year-plus history, from the
classically evocative architecture to the quaint, monochrome
posters dotting the walls of this traditional Japanese-style house.
As I rested and appreciated the art around me, I chatted with
Rino as I sipped on some delicious coffee he imports from his
plantation in Indonesia. He has amassed a wealth of local tourism
knowledge, and as a volunteer he is always happy to share it, so I
have a strong feeling his interest in Matsudo is genuine.
Nowadays it's quite difficult to travel as much as we might like,
but visiting“The Secret Cottage”is like time traveling to the past
and escaping the present. In you're in the area, drop on by!
Matsudo City International Portal

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

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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スマホ初心者入門！
基礎講座
要申込

日時3月の金曜9時30分、11時、13時30分、15時から
（各60分）※各回の講座内容は全て同じ。
会場生涯学習・就職支援スクールまなクル（北総線矢切駅下車）
内容スマホの基本的な使い方（メール・アプリ・基本の操作など）を学ぶ
講師㈱ジェイテックパソコン講師 対象市内在住・在勤・在学
定員各8人（抽選） 持ち物スマートフォンまたはタブレット 費用無料
2月22日㈪〔必着〕までに、ちば電子申請サービスまたは往復はがき
に、講座名・希望日時（第3希望まで）
・郵便番号・住所・氏名（ふりが
な）
・年齢・電話番号・Eメールアドレス・往復はがきの場合は返信用宛名
を記入して、〒271－0092松戸市松戸1307の1松戸ビルヂング4階 生
涯学習推進課（☎367－7810）へ
※連名での申し込みはできません。
※2月26日㈮までに連絡がない場合はお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染状況により、延期・中止する場合が
ちば電子申請
あります。
サービス

松戸地域職業訓練センター
Windows10
使用

講座のお知らせ

要申込

午前 = 9:30 ～ 12:30
日時 午後 =13:30 ～ 16:30

講座名

①初めてのパソコン＆インターネット
講座（Windows）

3/ 8㈪～11㈭

午後

②Wordを使った文書作成講座

3/ 2㈫・ 3㈬

両日午前・午後

③Word応用講座（Word経験者）

3/22㈪～25㈭

午後

④Excelを使った表計算講座

3/ 8㈪～11㈭

午前

⑤Excel応用講座（Excel経験者）

3/22㈪～25㈭

午前

⑥PowerPoint応用講座（PowerPoint経
験者）

3/16㈫～19㈮

午前

⑦Windows10の使い方講座

3/16㈫～19㈮

午後

定員各先着5人 費用各13,000円（会員事業所または団体会員は11,000
円）
※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

3月

児童福祉館・
こども館の催し物

無料

●常盤平児童福祉館☎387－3320

水曜広場①3日㈬②10日㈬③17日㈬④24日㈬
⑤31日㈬各16時～17時 内容 ①なわとび大会
②手作りカードを作ろう③あてっこクイズをし
よう④くるくるレインボーを作ろう⑤みんなの
好きなゲームを教えて！ 対象 主に小学生
中高生の広場（TAPS）①毎週水曜②6日㈯③
13日㈯④27日㈯各17時～19時 内容 ①フリー
タイム②卓球大会③ビンゴゲーム大会④プロダ
ンサーが児童館にやって来るヨ！
歌の広場6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13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①20日㈷②27日㈯各16時～17時
内容 ①牛乳パック工作②プロダンサーと楽しく
踊ろう！ 対象 主に小学生

●移動児童館☎387－3320

わくわく広場 稔台市民センター 5日㈮・12日㈮各
10時30分～11時45分 内容 修了式 対象 乳幼
児と保護者15組 ※2月16日㈫から電話予約の
み、月2回まで。
あそぼう会 東部スポーツパーク 2日㈫・9日㈫各15

シルバー人材センター

スマホ・パソコン教室
コース

日程

① スマホの選び方

3/ 4㈭

② スマホの操作

3/ 9㈫

③ タブレットの操作

3/11㈭

④ Windows10の操作

3/11㈭

⑤ Word・Excel

3/16㈫

⑥ 個別相談

3/23㈫

要申込

時間③⑥各9時30分～12時①②④⑤
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

千葉県松戸保健所（松戸健康福祉センター）
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

日時

予約・問い合わせ

㈪～㈮ 9:00 ～ 17:00
（祝日を除く）

こころの健康相談

3/4 ㈭・15 ㈪
各14:00～16:00

酒害相談

3/18 ㈭ 14:00 ～ 16:30

電話（予約不要）

㈪～㈮ 9:00 ～ 17:00
（祝日を除く）

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

☎361－2138

☎361－6651
☎361－2346
367－7554

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市 民 会 館 プ ラ ネ タリ ウ ム 室
同館☎368－1237

3月星空観望会「オリオン・月」 要申込
3月20日㈷18時30分～20時30分
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）
費用無料
2月16日㈫8時30分から、電話で同館☎︎368
－1237へ
※1組5人まで申し込み可（同一世帯の場合は
応相談）
。

時～16時45分 運動公園会議室 3日㈬・10日㈬
各15時～17時 八ケ崎市民センター 4日㈭・11
日㈭各15時～17時 稔台市民センター 5日㈮・
12日㈮各15時～17時 明市民センター 6日㈯14
時～17時 内容 プラバン工作、一芸発表会
対象 主に小学生

●根木内こども館☎315－2985

開館日・時間 火～金曜15時30分～17時、土・日
曜、祝・休日14時～17時
おやこDE広場月〜金曜10時〜17時
※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認
同館
ホームページ
ください。

●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（6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）
お外へ行こう！26日㈮10時～12時
対象 乳幼児とその保護者（要予約）
中高生タイム土曜（6日㈯を除く）17
時30分～20時 対象 中学・高校生
同館
※時間および人数制限を行っていま ホームページ
す。詳細は同館ホームページをご確認ください。

●森のこども館（21世紀の森と広場内森
の工芸館）☎080－7323－9980（開館
日のみ）
開館日・時間 5日㈮～7日㈰各10時～16時
森の中であそぼう！ 対象 18歳以下

（未就学児は、保護者同伴）
※日程を変更する場合があります。
同館ホームページをご確認くださ
い。

内容

同館
ホームページ

●六実こども館☎080－3507－3538

開館日・時間 月・水曜（1日㈪を除く）14時30分
～17時、土・日曜、祝・休日10時30分～17時
内容 折り紙教室、ひなまつりを楽しもう、段
ボールガン作り、マンカラ大会他 対象 18歳未
満とその保護者
科学館第3日曜14時から

●樋野口こども館☎393－8415

開館日・時間 月・水曜（20日㈷～22日㈪除く）

15時～18時、土・日曜、祝・休日10時30分～
17時30分（小学生はよいこのチャイムまで）
内容 春休みあそぼう会他 対象 18歳
未満とその保護者
※日程を変更する場合があります。同
館ホームページをご確認ください。
同館

今月の松戸市医師会コラム「あなたの健康」は、都合により休載します。問松戸市医師会

ホームページ

https://www.matsudo-med.or.jp
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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（2/26
㈮）、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）

◆学習資料展 こどもミュー
ジアム「松戸探検 90年前か
らのくらしのうつりかわり」
3/31㈬まで 会場企画展示室
観覧料無料
◆博物館でアート
3/13㈯13時30分～15時30分
会場実習室 内容ぬり絵で色鉛
筆の基本をマスターして、博物
館のお宝を描く 講師同館学習
支援員 対象高校生以上 定員
10人（抽選） 持ち物筆記用

◆博物館ミュージアムシアター

会場講堂 定員各先着37人（申込不要） ※新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、座席指定。 費用無料
上映開始時間

ミュージアムシアター

(平日）13:15、15:15
(土・日曜、祝日）15:15
※2/28・3/14を除く

土日祝のキッズシアター
(土・日曜、祝日）13:15
※2/28・3/14を除く

内容

具、12色以上の色鉛筆 費用
無料 申3/4㈭〔必着〕まで
に、同館ホームページまたは往
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、｢3/13博物館で
アート」係へ
は に わ

◆館長講演会 「家形埴 輪を
考える」
3/14㈰13時～15時 会場講
堂 定員30人（抽選） 費用
無料 申 3/4㈭〔必着〕までに、
同館ホームページまたは往復
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、
「 3/14館長講演
会」係へ

戸定歴史館

2 「昭和子どもキネマ 児童映画篇1
月
名探偵ヒロシ君」（35分）
3 「奇跡の映像 よみがえる100年前
月 の世界6 勝者と敗者」(50分)
2 アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
月 「八つ化け頭巾」他2話（25分）
3 アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
月 「桃太郎」他2話（25分）

健康ファイル

☎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)、年末年始など
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

◆プリンス・トクガワ－新時
代への布石
6/13㈰まで

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

◆松戸水彩会展
2/23㈷～28㈰
問 陸島☎364－6761
◆卒業制作展 聖徳大学
2/25㈭～28㈰
問 大川☎080－4918－2130
◆市子連明第一地区春の作品展
3/4㈭～7㈰
問 粟野☎361－6344
21世紀の森と広場

パークセンター講座

☎345−8900
講座は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）
※みどりの相談室は、水・土・日曜と
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。

◆私の菜園～今年は「低農薬
栽培」に挑戦（害虫編）～
3/6㈯10時～11時30分 講師
みどりの相談員・橋本倉司氏
く ら じ

定員先着30人 費用無料
◆Go to eat!? 食べられる
植物と食べてはいけない植物
3/27㈯10時～11時30分 講
師自然解説員・池田駿氏 定員
先着15人 費用無料
◆楽しんだ冬鳥とも、もうすぐ
お別れ!!
3/28㈰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
定員各回先着15人 費用無料

運動公園

☎363－9241
※飲み物持参。動きやすい服装で。
※申し込みは全て当日会場で。
※マスク着用。
デ

◆①パワーヨガ②いすde体操
①2/15㈪、3/1㈪・8㈪・15㈪
各11時～11時50分②2/18㈭・
25㈭、3/4㈭・11㈭各10時～
10時50分 会場武道館 対象
18歳以上 持ち物上履き 定
員各先着15人 費用各500円

2/15号では「スポーツ」
コーナーの掲載はありません。

犬のしつけ方教 室

まつど健康マイレージ付与 …

飼い犬
同伴

賢い犬への第一歩！
キホンのしつけ ～入門編～ 要申込

老人ホームの仕組みと現状～上手なホームの選び方～ 要申込

3月3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15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

認知症サポーター養成講座（①馬橋②明第1） 要申込
3月①3日㈬10時～11時30分②4日㈭14時～15時30分 会場①馬橋東市民セン
ター②勤労会館 対象市内在住・在勤 定員各先着①20人②30人 費用無料
電話で各高齢者いきいき安心センター（①馬橋☎374－5533②明第1☎700－
5881）へ

認知症予防教室（①馬橋西〔全3回〕②馬橋） 要申込
3月①5日㈮・12日㈮・19日㈮各14時～15時②8日㈪13時30分～15時30分
会場各市民センター（①馬橋②馬橋東） 対象おおむね65歳以上で①馬橋西地区
在住②馬橋地区在住 定員各先着①15人②30人 持ち物②動きやすい服装と靴、
飲み物、タオル 費用無料
電話で各高齢者いきいき安心センター（①馬橋西☎711－9430②馬橋☎374－
5533）へ

ケアメン・カフェ ～介護の悩みを共有しよう～

要申込
3月13日㈯13時30分～15時 会場新松戸市民センター 対象現在介護をしてい
るまたは今後介護をする予定の男性 定員先着5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

災害時に役立つしつけ方を犬同伴
で学べます。リーダーウオーク、ト
イレのしつけ、ハウストレーニング
などを行い、愛犬から信頼される、
ほめ上手な飼い主を目指します。
日時3月10日㈬9時～10時30分
会場新京成ドッグラン松戸（駐車場あり）
講師千葉県動物保護管理協会獣医師・石田輝子氏
定員先着10組（1組1頭まで）
対象市内在住
条件◦犬の登録および2020(令和2)年度狂犬病予防注射済票
の交付を受けている ◦1年以内に混合ワクチンの接種を受け
ている
持ち物狂犬病予防注射証明書および混合ワクチン接種証明書
費用800円（ドッグラン入場料）
電話またはEメール、FAXに氏名・住所・電話番号・Eメー
ルアドレス・参加人数・犬の名前を記入して、環境保全課環境
衛生係☎366－7336、 mckanhozen@city.matsudo.
chiba.jp、 366－1325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
●健康体操体験教室（ストレッチ、リズム
体操など）
日 2/17㈬・24㈬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
●健康体操体験教室（ストレッチ、リズム
体操）
日 2/19㈮・26㈮各14時～15時30分 会
青少年会館 対 60歳～80歳の女性 定 先着
10人 申 電話でさわやか体操クラブ・鈴
木☎090－2259－9442へ
助成 働くひとのまちなか保健室
日 2/19㈮18時30分～20時30分 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）※要マスク
着用 費 500円 申 電話でまちなす・Labo
・国府田☎090－8500－7512（平日
9時～17時）へ
◆ 八柱霊園に眠る有名人
日 2/21㈰9時30分～11時30分 会 八柱
霊園 定 先着20人 費 300円（小学生以下
無料） 申 電話で L L P 松戸学会・須藤☎
343－3376へ
●松戸水彩会展
日 2/23㈷～28㈰10時～17時 会 文化ホ
ラ

こ

う

だ

エルエルピー

ボ

ール問 同会・陸島☎080－3504－2624
◆ 3密を避けながら「高砂」を謡おう〔全
4回〕
日 ①3/2㈫、4/6㈫②3/16㈫、4/20㈫
各15時～16時 会 ①八ケ崎②松飛台各
市民センター 定 先着5人 費 500円 申 電話
で柏樹会・八田☎090－6002－2618へ
●健康体操教室（ストレッチ・リズム体
操など）〔全4回〕
3月の㈭14時～15時30分 会 東部スポー
ツパーク 定 先着10人 費 1,000円 申 電話
で東部健康体操クラブ・岸本☎090－
6925－8112へ
はくじゅかい

は っ た

◆ 松戸子育てカレッジ「子育て広場 お
やこで “ゆるりん”」
日 3/5㈮・8㈪・19㈮・22㈪・26㈮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） ※最
新情報は同大学ホームページをご覧くだ
さい。
●松戸あひる会人物画体験会
〔各全4回〕
日 ①3/30㈫、4/6㈫・13㈫・20㈫②
4/27㈫、5/4㈷・11㈫・18㈫各18時30
分～20時30分 会 市民会館 持 クロッキー
帳、濃い目の鉛筆 費 ①②各1,000円申 電
話で同会・坂本☎080－5420－3492へ

所得税の確定申告、市民税・県民税の申告期限を4/15㈭まで延長します。 ※各申告会場の開設期間は延長しません。 問市民税課☎︎366－7322
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大
修
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！
場
出
初
ツ
バ
ン
春のセ

大会日程 3月19日㈮から13日間
組み合わせ抽選会 2月23日㈷

野球大会（春の
の第93回選抜高等学校
部
球
野
校
高
戸
松
学
大
専修
と な る 同校に
ま し た 。 創 立 62 年 目
し
定
決
が
場
出
の
へ
）
センバツ
全力プ
な り ま す 。 夢の舞台で
と
初
は
場
出
ツ
バ
ン
セ
とって、春の
う！
皆さんで応援しましょ
、
を
ち
た
児
球
る
す
ー
レ

っています！

松戸市からも声援を送
センバツ出場が決まり歓喜する野球部員たち

喜びのコメント
新型コロナウ
イルスの影響が
ある中、生徒たち
と「頑張ろう！」
と励まし合いな
がら取り組んだ
結果、甲子園と
監督
いうご褒美をも
持丸 修一 氏 らえました。
選手全員にやる気があり、とても
良いチームになりました。地元・松
戸の方々や学校関係者に喜んでもら
えるよう、甲子園で校旗を揚げ、校
歌を歌うことを目指していきますの
で、応援よろしくお願いします。
も ち ま る

し ゅ う い ち

甲子園で野球
をやるのが自分
たちの目標だっ
たので、甲子園
で野球をやらせ
てもらえるとい
うのは素直にう
主将
れしいです。
石井 詠己 選手
大会まで実戦
練習を重ね、アウトにできる打球を
アウトにし、1点取れるか取れないか
の場面で確実に1点を取れるよう、
チーム全体の組織力・徹底力という
武器を磨き、1つでも多く勝てるよ
う頑張りたいです。
い

し

い

え

い

き

同校OBのプロ野球選手からも
応援メッセージが届いています。
市ホームページをご覧ください。

市ホームページ

第93回選抜高等学校
野球大会出場に関わる
募金のご案内
同校野球部への募金を希望する
場合は、同校のホームページをご覧
ください。
問専修大学松戸高校☎362－9101

同校ホームページ
「同校野球部募金のお願い」

