
市予約サイト

電話で松戸市ワクチン接種コールセンター
0120－684－389、☎050－5526－1081（8時30分～

17時、土・日曜、祝・休日含む）または市予約サイトで

※予約は2回目の接種まで行ってください。

松戸市安全安心メールの登録松戸市安全安心メールの登録方法方法

① tmatsudo@sg-m.jp宛てに、何も入力せず空メールを送信
※QRコードを読み取るとメールを送信する画面に移行できます。

② 自動で送られてきたメールに記載されたURLを
開き、「メール配信に同意する」を選択

③希望する配信内容を選択する
※ワクチン接種に関する情報は

「感染症関連」。

④居住地区を選択する

⑤確認画面で「登録」を選択

※従来型携帯電話（ガラケー）でも登録できます。

安全安心メール

市公式ツイッター

市公式ツイッター

7月分以降の接種予約
　医療機関との調整などにより予約枠が追加される場合があります。その場合は以
下の方法でお知らせします。
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●ひとり親世帯に給付金を支給します
●日常生活に支障がある人の生活をサポート
●聖火リレーセレブレーション観覧者募集
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　5月7日㈮現在、6月末までに国から65歳以上の高齢者全員分のワクチンが松戸市に供給される予定
です。市内の65歳以上の接種対象者数は約13万4千人で、全員が2回接種できる量となります。同日
時点で、6月末までに約11万回の予約枠を用意しましたが、予約はおおむね埋まっています。7月以降の
予約枠を現在準備していますので、受け付け開始までしばらくお待ちください。

　1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受ける必要
があると言われていますが、3週間以上間隔が空いても、
接種を1回目からやり直す必要はありません。WHOや
米国、EUの一部の国では、1回目から6週間後までに2
回目を接種することを目安として示しています。

　7月以降の予約受け付けに関する情報は広報まつど6月
1日号や市ホームページでお知らせします。

5月31日㈪は軽自動車税の納期限です。 収納課☎366－7325

「まつど地域活躍塾修了生日記」
市民活動特集を折り込んでいます

接種間隔について

市ホームページ

新型コロナウイルスワクチンは
市内の65歳以上の高齢者全員が
接種できる量を確保しています

松戸市安全安心メール

市役所・支所への掲示

県内で変異株ウイルスによる感染
が増加しています

市ホームページ

4/9～4/15 4/16～4/22 4/23～4/29 4/30～5/6

県内の変異株ウイルスPCR検査陽性者数（公表日ベース）
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変異株ウイルス陽性者数
全体の新規陽性者数

● 変異株ウイルスは、従来のウイルスに比べて感染力
約1.3倍

● 関西での感染者急増の原因の一つは変異株ウイルス
だと言われています

変異株であっても、基本
的な感染対策はこれまで
と一緒！
３密の回避、マスク着用、
手洗い、換気が重要です

まん延防止等重点措置が
延長されました問市民安全課☎366－7285

予約方法

松戸市お知らせ
キャラクター

まつまつ

5月・6月分の接種予約

③

②

④



広報まつど　2021（令和3）年5月15日2

支給要件 ①②③の全てに該当するひとり親世帯（生活保護世帯を除く）
①基準日時点で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子（中度
以上の障害がある場合は20歳未満）がいる
②以下のいずれかに該当がある

●基準日時点で「児童扶養手当」を受給している●公的年金給付などを受給し、基準日時
点で「児童扶養手当」を受給していない（令和元年中の収入が児童扶養手当に係る支給
制限限度額を下回る場合のみ）●新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和2年2
月以降のいずれかの月の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった

③下記のいずれかの理由で十分な養育費が得られていない
●新型コロナウイルス感染症拡大の影響で養育費が減った●養育費をもらっていない（死
別、未婚者、養育者の取り決めなしなど）●養育費が子ども1人につき月1万円未満

支給額児童1人につき1回4万円　対象期間4月～11月（8カ月間）
申請期間令和4年2月28日㈪〔必着〕まで　基準日1回目3月31日2回目7月31日
※基準日より後に新たに支給要件に該当になった場合はお問い合わせください。
支給日1回目随時（7月分まで）2回目8月（8月～11月分）
申請方法令和4年2月28日㈪までに、必要事項を記入した申請書を直接
または郵送で〒271－8588松戸市役所　子育て支援課児童給付担当室

（☎366－3127）へ
※詳細は市ホームページをご覧ください。

市職員を募集します
受験案内書配布5月31日㈪ま
で、市ホームページまたは直
接人事課（土・日曜を除く）で
試験日6月20日㈰
試験会場市立松戸高校他
受験資格①平成3年4月2日
以降に生まれた人②昭和46
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
該当する人●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●児童相談所などにより知
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

人事課☎366－7306

※詳細は受験案内書でご確認ください。
※民間企業等職務経験者、行政職初級事務職、保育士、消防職

などの採用試験を実施する場合は、8月1日㈰に広報まつど 
および市ホームページで詳細をお知らせします。

試験区分 募集人数 受験資格 その他の受験資格

自己推薦
採用

（事務職）
3人程度 ①

大学を卒業または令和3
年度卒業見込みで、ス
ポーツ・文化芸術・学術
の分野において顕著な実
績・成果を収めた人、学
業・研究などにおいて特
に成績優秀な人

事務職 20人程度 ① 大学を卒業または令和3
年度卒業見込みの人
土木は専門の課程を修了
（見込み）していること土木 5人程度 ①

障害者
（事務職） 5人程度 ②

大学を卒業または令和3
年度卒業見込みの人
高等学校またはこれと同
等と認める学校などを卒
業または令和3年度卒業
見込みの人

社会福祉士 3人程度 ①
資格を有するかまたは令
和4年3月末までに取得見
込みの人

上
級

初
級

行
政
職

請願・陳情の提出期限5月28日㈮12時
開議予定時刻10時
問議事調査課☎366－7382
※予定が変更になる場合があります。最新の

情報は市議会ホームページをご覧ください。

期日 会議予定 主な内容
6/ 8㈫ 招集日・本会議 議案の提案理由説明

9㈬～11㈮ 本会議 一般質問
   14㈪ 一般質問・議案質疑
   16㈬ 総務財務常任委員会

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

6月定例市議会 開催予定 

住民監査請求の結果を住民監査請求の結果を
公表します公表します

　地方自治法第242条第1項の規定に基づき、令和3年
2月5日付で提出された「松戸市職員措置請求書（新松
戸駅東側地区土地区画整理事業に係る措置請求）」につ
いて、同条第5項の規定により監査を実施したので、そ
の結果を次のとおり公表します。

問監査委員事務局☎366－7385

令和3年3月31日
松戸市監査委員　高橋　正剛

同　　　　三好　徹
同　　　　高橋　伸之
同　　　　大塚　健児

監査の結果
請求人の主張には
理由がないため棄
却する。

監査結果の全文は、行政資料センターと市ホーム
ページで閲覧できます。

◦ 屋外に置いた不用品や古新聞などに放火される
◦ 部外者の侵入が容易な自宅の車庫に駐車したバ

イクに放火される
◦ 郵便受けの新聞やチラシなどに放火される
◦ 施錠されていないドアから侵入して放火される
◦ ごみ収集日前夜に出したごみに放火される

◦ 家の外周を明るくし、死角を作らない
◦ 燃えやすい物は屋外に置かない
◦ 屋外の自転車などのかごや荷台に荷物を

残さない（カバーは燃えにくい防炎製品
を使用する）

◦ ごみは収集日の朝に出す

◦ 燃えやすい物は、目に付きやすい場所に放
置しない

◦ 部外者が容易に侵入できないようにする
◦ 敷地内や周辺の見回りをする

　令和2年中の松戸市の火災総数102件のうち、火災
原因では「放火」「放火の疑い」に関するものが、全
火災の約10%を占めます。
　放火火災を防ぐには、各家庭や各事業所、町会・自
治会など、地域全体の「放火されない・放火させな
い」環境づくりが大切です。次の事項を参考に、放火
対策を行いましょう！

放火されない・
放火させない環境づくりを

令和3年度全国統一防火標語

『おうち時間　家族で点検　火の始末』

放
火
の
実
例

放
火
の
対
策

事
業
所

家
庭

問消防局予防課☎363－1114

今年度も 養育費をもらえていない養育費をもらえていない
ひとり親世帯にひとり親世帯に
給付金を支給します給付金を支給します市議会

ホームページ

　水資源の有効活用と水害軽減に役立つタンクの設置を推進する
ため、補助金を交付しています。タンクを設置する前に同課にお
問い合わせください。
※補助金の申請前に購入・設置した場合は補助の対象外です。
設置のメリット

●貯めた雨水を掃除や洗車、園芸の水やりなどに使うことができます
●短時間に多量の雨が降ったときに、敷地内から流れ出る雨水を

減らし、河川や水路などの急激な水位上昇による水害を防ぐことができます

雨水の有効利用と水害の軽減ができます

雨どい取付型雨水貯留タンクの設置費用を
補助します

雨水貯留タンク

河川清流課☎366－7359

松戸市子育て
応援マスコット
「まつドリ」

市ホームページ

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。

昨年度
受給した人は
4月23日に
支給済みです



5/19㈬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

-A
ア ラ ー ト

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

4月は防災行政無線で8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地域包括ケア推
進課☎366－7343

雑草地の適正管理をお願いします
　市では、雑草刈取業者の紹介を行っ
ています。条件・料金などは直接業者
と相談の上、契約してください問環境
保全課環境衛生係☎366－7336

自分で雑草を処理する人に草刈機を
無償で貸し出します
申電話で環境保全課分室（和名ケ谷ク
リーンセンター内）☎392－0477へ

令和3年度使用料等の
徴収業務委託先を
市ホームページに
掲載しています
問財政課☎366－7076

上下水道使用料等の徴収・収納業務を
委託しました
委託期間 4/1～R4/3/31委託対象①県
営水道区域内の下水道使用料②市営水
道区域内の上下水道料金、根木内霜田
地区の下水道使用料委託先 ①徴収・収
納業務県企業局、第一環境㈱②徴収・
収納業務第一環境㈱コンビニ収納業務
SMBCファイナンスサービス㈱問①下
水道経営課☎366－7394②水道部総
務課☎341－0430

下水道事業受益者負担金（分担金）の
コンビニでの収納業務を委託しました
委託期間 4/1～R4/3/31委託先 ㈱千葉
銀行問下水道経営課☎366－7394

狭あい道路の寄附の際に測量など費用
を助成します
助成額 上限35万円対市道またはその他

の公共団体の所有する道路のうち建築
基準法第42条第2項に指定されている
道路助成条件以下の全てに該当するこ
と◦敷地の境界が全て確定している◦
後退用地の分筆と抵当権などの抹消が
できる◦後退用地には塀、擁

ようへき

壁、樹木
などがない問建設総務課道路台帳班☎
366－7357

市営住宅入居者募集
募集期間 6/1㈫～10㈭入居資格◦市に
住民登録をしている市内在住または市
内在勤の人◦同居する親族がいる人
（単身申込要件を満たす人を除く)◦持
ち家を有していないことなど、現に住
宅に困窮していることが明らかな人◦
所定の方法により算出した月収が、一
般=15万8千円以下、高齢者・身体障害
者など（条件あり)=21万4千円以下
募集案内書配布 5/28㈮～6/10㈭の間
に、住宅政策課・支所・行政サービス
センターで 入居時期 7月下旬ごろ申募
集期間内〔消印有効〕に郵送でのみ受
け付け　※応募者多数の場合は公開抽
選。家賃・必要書類などは、募集案内
書をご覧ください問住宅政策課☎366
－7366

子ども・子育て会議の市民公募委員を
募集

　子ども・子育て支援に関する施策を
総合的に推進するための会議です対以
下の全てに該当する人◦市内在住◦
R3/5/1現在20歳以上◦平日夜間（年数
回）の会議に出席できる　※一時保育
あり定3人程度委嘱期間 R5/8/19まで
報酬日額 8,500円申込書配布市ホーム
ページ申7/2㈮〔必着〕までに、郵送・
FAX・Eメールで申込書と「社会全体
で子どもを支えるまちにするために
は」をテーマにした800字程度の論文
（様式自由）を〒271－8588松戸市
役所　子ども政策課 365－1009

mckodomossk@city.matsudo.
chiba.jp（☎704－4007）へ

高齢者保健福祉推進会議の市民公募
委員募集

　高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画を推進するための会議です開催頻度
平日年3～5回程度委嘱期間R6/3/31
まで対市が設置する他の委員会など
の公募委員になっていない市内在住の
①40歳以上65歳未満②65歳以上定①
②各若干名報酬日額8,500円申込書配布
市ホームページ申6/7㈪〔必着〕まで
に、郵送またはEメールで「高齢者保
健福祉計画・介護保険事業計画につい
ての意見｣（800字程度）と履歴書を
〒271－8588松戸市役所　高齢者支
援課 mckoureisha@city.matsudo.
chiba.jp（☎366－7346）へ

花壇ボランティアを始めてみませんか
　公園の一角などの公共の場所での花
壇活動を支援するため、活動に必要な
花苗の配布や技術指導などを行ってい
ます問みどりと花の課☎366－7378

事業所・企業の経済活動の状況を把握
するために調査員が調査票を配布しま
す（経済センサス）
日5月中旬から対全国の全ての事業所・
企業問総務課統計担当☎366－8056

借金の返済でお悩みの人へ
  解決のための助言を行い、必要に応
じ法律専門家を紹介します　※秘密厳
守受付時間平日8時30分～12時、13時
～16時30分問財務省千葉財務事務所
債務相談窓口☎043－251－7830

古民家「旧齋藤邸」を描こう！
日5/19㈬、6/3㈭・17㈭各10時30分
～15時（来館・解散時間は自由)〔雨
天決行〕会同邸（紙敷588）講日本画
家・泉晴

せいこう

行氏定各先着15人持画材一式
申5/17㈪9時から各日程前日までに、
電話で社会教育課☎366－7462へ

㈱セブン－イレブン・ジャパンシニア
お仕事説明会

　市と見守り協定を結び、高齢者の見
守りや雇用促進などを行う同社が、店
舗で行うレジ接客などの仕事説明会を
開催します日5/①21㈮②28㈮各10時
～11時30分会①常盤平②馬橋東各市
民センター対おおむね60歳以上定各先
着10人程度申電話で高齢者支援課☎
366－7346へ

シニア交通安全教室
日5/25㈫13時30分～15時（13時受け
付け）会古ケ崎市民センター講松戸警
察署職員対おおむね65歳以上定先着
20人程度申5/21㈮までに、電話で明
第2西高齢者いきいき安心センター☎
382－5707へ

松戸宿の面影を辿
たど
る小さな散歩道

日5/27㈭9時30分市民劇場前集合、
11時30分ごろ現地解散〔小雨決行〕
コース 平

ひ ら か た

潟遊郭跡地、水戸街道、ひ
みつ堂、千葉周作修行の地、ふれあい
松戸川、レンガ橋、慶喜撮影場所（坂
川)、松龍寺定先着10人費1,000円申
電話で(一社)松戸市観光協会松戸探検
隊ひみつ堂☎727－7825へ

2カ所縫うだけでできるマスクケース
＆マスクづくり
日 5/29㈯10時～12時会明市民セン
ター定先着15人持定規、はさみ費800
円申電話で同センター☎368－6700へ

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〕
日6/11㈮・17㈭・24㈭各9時30分～
16時30分会松戸市社会福祉協議会内
援助に必要な家事・介護の方法他対全
日程参加できる市内在住・在勤の20歳
以上定先着10人申電話で（社福)松戸
市社会福祉協議会ふれあいサービス☎
368－2941へ

フラワーアレンジメント「花時間」
日6/11㈮10時30分～12時会六実市民
センター定先着15人持はさみ、ホチキ
ス、持ち帰り袋、ごみ袋費1,500円申
電話で同センター☎385－0116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

で

e詐欺撃退機器な
どを展示します日6/15㈫10時～10時
30分〔雨天中止〕会キラリ公園（秋山
3の9の1）定先着100人問市民安全課
☎366－7285

フランス語で楽しむフランスの家庭料
理教室（日本語の説明あり）
日6/13㈰10時～14時会市民会館講ま
つど国際文化大使・L

レ テ ィ シ ア

aetitia C
ク レ ル ジ ェ

lerget
氏定先着20人費1,500円（会員1,000
円）申電話またはEメールで（公財)松
戸市国際交流協会☎366－7310、
office@miea.or.jpへ

創業プラン作成スクール〔全4回〕
日6/19～7/10の㈯ 視聴方法 Zoomな
どでのオンライン開催対これから創業
を考えているまたは創業して間もない
人定先着30人申千葉県信用保証協会の
ホームページまたは電話・FAXで同協
会成長サポート部創業サ
ポートチーム☎043－
311－5001、 043－
221－8424へ

危険物取扱者保安講習（法定講習）
日7/2㈮給取午前一般午後会流山市文
化会館費4,700円分の千葉県収入証紙
を申請書に貼付定先着400人申5/24
㈪～28㈮の間に、消防局と各消防署で
配布する申請書を直接松戸市危険物安
全協会事務局（消防局予防課内☎363
－1114）へ

みんなが元気になる公共交通の検討
会議
日5/21㈮10時から会衛生会館3階会議
室（傍聴は9時30分から受け付け）問
交通政策課☎704－3996 

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　

問街づくり課☎366－7376
注意事項
●交通系電子マネーは事前に入金（チャージ）が必

要です。地下駐車場では入金できません
●回数駐車券、プリペイドカード、定期駐車券は現

金でしか購入できません

松戸駅西口地下駐車場で
キャッシュレス決済を
利用できます！

　普通自動車と自動二輪車（バ
イク）で利用できる決済方法や
支払う場所が異なりますので、
ご注意ください。

種別 利用できる
キャッシュレス決済方法 支払う場所

普通自動車 クレジットカード、交通系電子 
マネー（Suica・PASMOなど)

出口精算機・
事前精算機

二輪自動車
（バイク） P

ペ イ ペ イ

ayPay 地下1階
管理事務室

市ホームページ

同協会
ホームページ

業者名 電話番号
㈲総健美社 341－6620
東葛清掃㈱ 391－8977
きるかーる 090－6103－7374
ナオガーデン 343－0369　
㈱ハナノイ　 311－8701

イベント

お知らせ

会議

子育て中のカラスに注意しましょう
　7月ごろまでカラスの繁殖期です。親ガラスはヒナを守
るため、近づいてくる人に対して、鳴き声・低空飛行によ
る威

い か く

嚇、頭部への攻撃をしてくることがあります。近くに
巣やヒナがいる場合があるの
で、むやみに近づかずに、頭
部を守り、その場から離れま
しょう。
問環境政策課☎366－7089
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令和2年度受け付け分　 総務課☎366－7305

　多くの皆さまから貴重な寄附をいただき、ありがとうございました。皆さまの
ご厚意は、趣旨に沿って大切に使わせていただきます。
　市政発展のため、市への支援・応援をお待ちしています。詳しくは、市ホーム
ページ「まつど応援寄附」をご覧ください。

事業・使途 金額（円）
新病院建設事業 7,918,000
緑化推進事業 1,606,000
福祉のまちづくり事業 3,575,020
子育て支援事業 18,435,000
高齢者支援事業 1,416,000
障害者支援事業 2,022,000
協働のまちづくり事業 849,240
安全で安心なまちづくり事業 794,000
学校教育推進事業 3,119,000
社会教育芸術文化振興事業 1,780,137
スポーツ普及振興事業 1,812,000

事業・使途 金額（円）
環境施策推進事業 1,868,000
防災・消防救急対策事業 3,763,000
市におまかせ 24,608,000
コロナ対策緊急寄附 52,795,953
松戸市21世紀の森と広場
未来につなげる新たな遊び空間整備 5,948,000

庁舎建設基金 115,100,000
夜間小児救急センター運営費用として 2,000,000
経済的に不自由な児童・生徒のために 153,000
平和事業 97,000

合計 249,659,350

寄附金の事業・使途別内訳

寄附に感謝いたします

地域で安心して生活するために
日常生活に支障がある人の生活をサポートします

ごみ出しを通じた安否確認

家庭ごみ訪問収集事業
（ふれあい収集）

家庭ごみ相談コールセンター☎0120－264－
057、IP電話050－5358－9687（有料）

市ホームページ

難しい手続きや預金の入出金などを代行

　地域で安心して生活できるように、生活支援員がサポートします。
対象高齢や障害により判断能力が低下し、福祉サービスの利用手続きを一
人で行うには不安がある人や日常的なお金の管理が難しい人　

サービス名 内容
福祉サービス利用援助 福祉サービスの利用に関する情報提供・見守り（必須）
財産管理サービス 日常生活費の引き出し・振り込み（任意）
財産保全サービス 通帳や銀行印など重要物件の預かり（任意）

同協議会
マスコットキャラクター・

まっころん

利用料金
年会費3,600円（財産保全サービスの利
用時は、追加で3,000円）

1回ごとの利用料金

生活支援員の交通費

※生活支援員の自宅から利用者
宅の往復に必要な移動時間に
よります。

1回の支援時間 1回の料金
（請求は月ごと）

1時間30分未満 1,000円
1時間30分以上2時間未満 1,500円
以降30分ごとに500円加算

1回の往復時間 1回の料金
30分未満 無料
30分以上1時間未満 500円
1時間以上 一律1,000円

同事業のサポートをする「生活支援員」を募集しています
　福祉に関心があり、利用者宅へ訪問し支援活動を行う非常勤職員を
募集しています。詳細はお問い合わせください。

（社福）松戸市社会福祉協議会生活相談課
☎368－0349

松戸市ごみ減らし
シンボルキャラクター・
クリンクルちゃん

　昨年度は、新型コロナウイルス感染症対策
への寄附をはじめ、非常に多くの方から温か
いご支援をいただきました。例年、氏名など
の公表にご承諾いただいた方のお名前は広報
まつどに掲載させていただい
ておりましたが、紙面の都合
により、市ホーム
ページ「松戸市へ
の寄附者一覧」へ
の掲載をもってか
えさせていただき
ます。

市ホームページ
「まつど応援寄附」

講座名 日時

①パソコン講座

初めてのパソコン＆インターネット講座 6/  7㈪～10㈭ 9:30～12:30
Wordを使った文書作成講座 6/15㈫～18㈮ 13:30～16:30
学んで活かそうWord講座 6/22㈫～25㈮ 13:30～16:30
Excelを使った表計算講座 6/  1㈫～  4㈮ 9:30～12:30
Excel応用講座（Excel経験者） 6/  7㈪～10㈭ 13:30～16:30

Excel活用講座（Excel経験者） 6/12㈯・19㈯ 9:30～12:30
13:30～16:30

Access基礎講座（Excelのデータベース知識がある人） 6/15㈫～18㈮ 9:30～12:30
PowerPoint基礎講座（Word経験者） 6/22㈫～25㈮ 9:30～12:30

②日商簿記2級受験講座 7/10～10/16の㈯
（8/14㈯を除く）10:00～16:00

定員①各先着5人②先着20人
費用①各13,000円②39,000円（会員事業所また
は団体会員メンバーは①11,000円②35,000円）
※①は開催日の7日前に申し込みが1人以下の場合

中止。詳細はお問い合わせください。
※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   

要申込Windows10
使用

松戸地域職業訓練センター 講座のお知らせ　

●光熱水費・家賃の支
払いがうまくできない
●福祉サービスの利用
の仕方が分からない

日常生活自立支援事業

　ごみ集積所にごみを出すことが難しい世帯を週1回（決
められた曜日）戸別に訪問し、ごみを収集します。ごみ収
集時にごみが出ていない場合は利用者に声掛けを行い、応
答がないときは緊急連絡先（親族やケアマネジャー）へ連
絡し、安否確認をお願いしています。
ごみの出し方

　正しく分別されたごみを玄関前（自宅敷地内）に出してく
ださい。ごみの飛散や臭いを防ぐため、ふた付きのごみ箱が
必要です。
ごみの収集方法

　週1回（決められた曜日）市職員が戸別に訪問し回収します。
対象

　同居人やヘルパーなど他の人の協力を得られない世帯で次
のいずれかに該当する人●介護保険の要介護認定を受けてい
る●身体障害者手帳1級・2級で肢体不自由または視覚障害が
あるなど

以下の書類を直接環境業務課へ●家庭ごみ訪問収集事業利用
申請書●ケアマネジャーや相談支援専門員などか
らの意見書●介護保険被保険者証や障害者手帳の
写し●ごみ集積所の設置場所が分かる写真など
※申請書と意見書は市ホームページからダウン

ロードできます。

市ホームページ
「松戸市への
寄附者一覧」
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同館
ホームページ

　　　

　全館で時間・人数制限を行っています。詳細
はお問い合わせいただくか各館ホームページを
ご確認ください。
●常盤平児童福祉館☎387－3320
開館日・時間 火曜～日曜9時30分～17時30分　
対象 0歳～18歳未満　※小学生未満の
乳幼児は要保護者同伴。
水曜広場毎週水曜16時～17時　
内容風船バレーで遊ぼうなど
あそび広場毎週土曜15時～16時
内容卓球・歌・工作など
中高生の広場（TAPS）毎週水・土曜17時～19時
●移動児童館☎387－3320
わくわく広場 稔台市民センター 金曜10時30分～
11時45分　対象乳幼児と保護者
※5月16日㈰10時から電話予約のみ。
あそぼう会 東部スポーツパーク火曜15時
～16時45分
運動公園会議室 水曜15時～17時30分

八ケ崎市民センター木曜15時～17時30分
稔台市民センター 金曜15時～17時30分
明市民センター 5日㈯・19日㈯各14時～16時45分
対象主に小学生
●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）
絵本のじかん11日㈮10時45分から　
対象乳幼児の親子（要予約）
中高生タイム土曜17時30分～20時
（5日㈯を除く）　対象中学・高校生
●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 4日㈮～6日㈰各10時～
16時　内容森の中であそぼう！　対象
18歳以下（未就学児は要保護者同伴）

●根木内こども館☎315－2985
開館日・時間 火曜～金曜15時30分～
17時30分、土・日曜、祝・休日10
時～17時30分
おやこDE広場月曜～金曜10時～16時
対象乳幼児親子（要予約）
●六実こども館☎080－3507－3538
開館日・時間 月・水曜（7日㈪を除く）14時30分
～17時30分、土・日曜、祝・休日
10時30分～17時30分　内容折り紙
教室、シリコンホイップで遊ぼう他
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（28日㈪を除く）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。　対象
18歳未満とその保護者
中高生世代の時間（HAPS）
第2・第4水曜17時～19時
アートアートD

デ イ

AY5日㈯
わくわくDAY19日㈯

6月 児童福祉館・
こども館の催し物 無料無料

同館
ホームページ

同館
ホームページ

同館
ホームページ

同館
ホームページ

同館
ホームページ

同館
ホームページ

　パラダイスエアでは、現在日本在住2人・海外在住1人のアーティストがロン
グステイ・プログラムに参加しています。
　その中で、まだ松戸に来られないスウェーデン在住のアンナ氏と共に行って
きた、オンラインによる市内ツアーなどの交流を紹介するトークイベントを開
催します。8月以降には市内での滞在制作も予定しています。ぜひアーティスト
たちの取り組みをご覧ください。
日時5月29日㈯18時～20時
配信方法パラダイスエアウェブサイトをご覧ください（通訳あり）
招へいアーティストアンナ・チェレニコヴァ（ロシア出身・ス
ウェーデン在住）、田中堅

け ん た

大（日本出身・在住）、ラルフ・ルムブレ
ス（フィリピン出身・日本在住）
(一社）P

ペ ア

AIR☎364－8832、文化観光国際課☎366－7327

ロングステイ・プログラム2020－21
オンライン・リサーチトーク

パラダイスエア
ウェブサイト

パラダイスエア

ハーブの育て方
5月25日㈫10時30分～11時30分
講師松戸ハーブボランティア・渡辺雅江氏
定員先着8人
持ち物せん定ばさみ、手袋または軍手、持ち帰り袋
費用500円

プリザーブドフラワーの
アクリルドームアレンジ
6月4日㈮10時30分～11時30分
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、ピンセット、持ち帰り袋
費用2,200円

たくさんのリーフとバラでつくる
爽やかフラワーアレンジメント
6月6日㈰14時～15時
講師（一社）Nフラワーデザインインターナショ
ナルスペシャライズド講師・野村季世子氏
定員先着8人
持ち物新聞紙または包装紙4枚程度、雑巾また
はハンドタオル、持ち帰り袋
費用2,000円

共通会場同公園マグノリアハウス
5月16日㈰9時から、電話で同公園管理センター☎384－4

よ い は な

187へ

東松戸ゆいの花公園の講座東松戸ゆいの花公園の講座

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室
同館☎368－1237

星空観望会　月と金星・火星 要申込
6月19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
5月18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）。
※この日は通常番組（きっずほしぞらシアター、ヒーリングタイム～
お仕事帰りの星空時間～）は休演します。ラルフ・ルムブレス氏（左）、田中堅大氏（右） アンナ・チェレニコヴァ氏

出品部門①日本画②洋画（版画含む）③彫刻
出品資格市内在住・在勤・在学・出身または市内美術サークル会員の16歳以上
規格①②F8号（45.5cm×38.0cm）以上F50号（116.7cm×91.0cm）まで
③高さ180cm×幅100cm×奥行100cm以内
出品点数各部門1人1点
出品料3,000円（20歳未満は
1,000円）
注意
●作品には所定の出品申込書
を添付

●絵画は全て額装
●額吊り金具、紐

ひも

は丈夫に付
ける

●ガラス使用の額縁は不可（アクリル板は可）
7月17日㈯③10時30分～12時①②13時～16時の間に、出品申込書を持参し

て直接文化ホールへ（時間厳守、事前申込不可、搬出は8月1日㈰）
※出品案内・出品申込書は、市ホームページまたは文化ホール・
支所などで配布します。
�生涯学習推進課☎367－7810
（出品に関しては松戸美術会☎080－6807－6443） 市ホームページ

2019年開催時の様子

要申込

月齢9の月

ⓒNAOJ

松戸市美術展覧会 出展作品募集



　歯科と新型コロナウイルスについて昨年9月15日号から連載をしてい
ますが、口の中の状態とウイルス感染の関係については徐々に知られる
ようになってきました。ウイルスは口・鼻・目など粘膜から感染するた
め、これらを清潔に保つことで感染リスクを下げることができると言わ
れています。口について言えば、むし歯や歯周病に罹

り

患してそのままに
していると、それらに関与する細菌が口の中を不安定な状態にし、口腔
内の免疫作用の低下を招き感染リスクを高めてしまいます。そのため治
療を受け、口の中を清潔で安定した状態に保つことが大切で、何よりも
毎日のブラッシングがとても重要です。
　次に口の中を殺菌消毒するということで、ポピドンヨード含

がんそうざい

嗽剤が昨
年話題になりました。これらのうがい薬は一定の効果があることが発表
され、一時店頭からなくなるという現象が見られました。実際に、うが

い薬に含まれるヨウ素という成分が抗ウイルス作用を持ち、含嗽剤で一定
以上の時間うがいをすると、唾液中に含まれる新型コロナウイルスの量を
一定時間減少させる作用が確認できたという報告があります。飛

ひ ま つ

沫感染が
問題視される中、唾液は新型コロナウイルス感染症の感染源になりますの
で、ぜひうがい薬を活用してみてください。各歯科医院でも、治療前にう
がい薬によるうがいをお願いされることがあると思いますので、皆さんの
ご協力をお願いします。ただし、ポピドンヨード含嗽剤などのヨウ素を含
んだうがい薬により新型コロナウイルス感染を予防できるということでは
ありません。また、ヨウ素に対するアレルギーがある人もいるので、ご注
意ください。
　なかなか終息が見えない状況が続いていますが、ここで今一度、手洗
い・アルコール消毒・マスク・うがい・3密の回避などをしっかり守り、
各自が周囲と協調し思いやりを持った行動により感染拡大防止につなげて
いきましょう。もちろん歯科の分野においては、日々のブラッシングで、
お口の中を清潔に保つよう心掛けてください。

（公社）松戸歯科医師会 https://matsudo.cda.or.jp

歯科とコロナについて④
歯を大切に 219歯丈夫 胃丈夫 大丈夫

健康で明るい未来のために

千葉県指定難病受給者証更新手続きのお知らせ
　令和3年度は指定難病受給者証の更新を行う予定ですが、新型コロナウ
イルスの感染状況を踏まえ、例年とは異なる手続きになる場合があります。
更新に関する案内は、5月下旬ごろ対象者に送付する予定です。
問千葉県松戸保健所（松戸健康福祉センター）地域保健課☎361－2138

後期高齢者歯科口
こ う く う

腔健康診査のご案内
実施期間6月1日㈫～12月28日㈫　対象昭和20年4月2日～昭和21年4月1
日生まれの千葉県後期高齢者医療被保険者、令和2年度受診対象者のうち
未受診者　費用無料
直接協力医療機関へ　※医療機関一覧は、5月下旬に受診票とともに対

象者へ送付します。
問国民健康保険課専用コールセンター☎712－0141

矢切いきいきライフ応援クラブ　 要申込  
5月①17日㈪13時30分～14時30分②25日㈫10時～11時　会場①まつど
市民活動サポートセンター②矢切公民館　内容チューブ・棒などを使った
運動や筋力アップトレーニング、口腔ケアなど　講師①ケアステーション
明星・矢切デイサービス職員②フィットネス型デイサービス「りぼんくら
ぶST三矢小台」職員　対象医師から運動を制限されていないおおむね65歳
以上(新規参加者歓迎)　定員各先着20人　費用無料
電話で矢切高齢者いきいき安心センター☎710－6025へ

シニアのための転倒予防教室　 要申込  
5月27日㈭14時～15時　会場柿ノ木台公園体育館　講師フィットネス型デ
イサービス「りぼんくらぶST三矢小台」職員　対象医師から運動を制限され
ていないおおむね65歳以上（新規参加者歓迎)　定員先着20人　費用無料
電話で矢切高齢者いきいき安心センター☎710－6025へ

認知症サポーター養成講座　 要申込  
5月27日㈭14時～15時30分　会場ゆうまつど　内容認知症の症状や原
因・対応、地域での見守り　講師地域包括ケア推進課職員他　定員先着20
人　対象市内在住・在勤　費用無料
電話で地域包括ケア推進課☎366－7343へ

認知症サポーター養成講座（①馬橋西②馬橋） 要申込  
①5月31日㈪②6月2日㈬各10時～11時30分　会場①馬橋②馬橋東各市民セ
ンター　対象市内在住・在勤　定員先着①15人②20人　費用無料
電話で各高齢者いきいき安心センター（①馬橋西☎711－9430②馬橋☎

374－5533）へ

高齢者の口腔ケア～いつまでも美味しく食事をするために～
要申込
6月1日㈫13時～14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

認知症予防教室（①馬橋西〔全2回〕②小金〔全3回〕③小金原
〔全2回〕） 要申込  
6月①4日㈮・21日㈪各10時～11時30分②9日㈬・17日㈭・21日㈪各14
時～16時③9日㈬・23日㈬各14時～16時　会場各市民センター（①馬橋
②小金③小金原)　対象各地区在住の全日程参加できる65歳以上
定員先着①15人②③各30人　費用無料
電話で各高齢者いきいき安心センター（①馬橋西☎711－9430②小金☎

374－5221③小金原☎383－3111）へ

健康ファイル まつど健康マイレージ付与… 元気アップ教室（介護予防体操教室） 要申込  
6月7日㈪9時45分～10時30分または10時45分～11時30分　会場古ケ崎
市民センター　対象明第2西地域在住の65歳以上　定員各先着25人　費用
無料
5月17日㈪10時から、電話で明第2西高齢者いきいき安心センター専用

ダイヤル☎070－5582－0243へ　※申し込み以外のお問い合わせは同セ
ンター☎382－5707へ（申し込みは専用ダイヤル以外は受け付けません)。

終活についての講座  要申込
6月8日㈫13時30分～14時45分　会場六実市民センター　講師(一社)コス
モス成年後見サポートセンター行政書士　対象六実六高台地区在住　定員
15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

介護者のつどい  要申込
6月10日㈭13時30分～15時30分　会場馬橋東市民センター　講師地域包
括ケア推進課歯科衛生士・管理栄養士　対象認知症（若年性認知症含む）の
家族を介護しているまたは介護の経験がある人　定員先着10人　費用無料
電話で馬橋高齢者いきいき安心センター☎374－5533へ

介護者のつどい～お話しして解消しませんか！～ 
6月12日㈯13時～15時　会場旭神経内科リハビリテーション病院別館（栗
ケ沢)　対象小金原地区またはその近隣在住で家族を介護しているまたは介
護の経験がある人　定員先着8人程度　費用無料
当日会場で

問小金原高齢者いきいき安心センター☎383－3111

介護予防教室「楽しく元気にみんなで盆踊り！」 要申込  
6月18日㈮、7月16日㈮、8月20日㈮各10時～11時30分
会場常盤平市民センター　対象おおむね65歳以上　定員各先着20人
6月4日㈮〔消印有効〕までに、往復はがきに氏名・住所・電話番号・緊

急連絡先・希望日を第2希望まで記入して、〒270－2261松戸市常盤平2
の24の2常盤平団地中央商店街C－5　常盤平高齢者いきいき安心センター
介護予防教室担当（☎330－6150）へ

お口の健康は丈夫なからだの第一歩！歯科健診の大切を学
ぼう　 要申込  
6月30日㈬13時30分～15時　会場常盤平市民センター　講師ラビット
歯科口腔ケアセンター長・大塚博子氏　対象市内在住・在勤　定員先着20人
費用無料　※希望者はその場で歯科検診を受診できます（有料)。
電話で常盤平団地高齢者いきいき安心センター☎382－6535へ

相談名（原則予約制） 日時 予約・問い合わせ
思春期相談
（電話のみ・予約不要）

㈪～㈮ 9:00～ 17:00
（祝日を除く）

☎361－2138
精神保健
福祉相談

こころの健康相談 6/3㈭・21㈪
14:00～16:00

酒害相談 6/17㈭ 14:00～16:30

DV相談
電話（予約不要） ㈪～㈮ 9:00～ 17:00

（祝日を除く） ☎361－6651
来所 原則㈮ 9:00～ 17:00

障害者
差別相談

電話（予約不要）
㈪㈫㈭㈮ 9:00～ 17:00 ☎361－2346

367－7554来所

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
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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。



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）
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）

◆館蔵資料展「小金城・根木内
城+郷土玩具展 リターンズ」
会期前期6/13㈰まで後期7/6
㈫～8/22㈰　会場企画展示室
費用無料　
◆学芸員講演会「北国からみ
た松戸の縄文土器」
6/13㈰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6/3㈭〔必着〕までに、同館
ホームページまたは往復はがき
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、｢6月13日学芸員講
演会」係へ

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

◆フォト倶楽部さくら会写真展
5/18㈫～23㈰
問坂巻☎388－6136

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。

◆カルチャー教室①かけっこ
教室②いすd

で

e体操
会場武道館　対象①5歳児～小
学3年生②18歳以上　持ち物上
履き
定員各先着20人　費用1回①
1,000円②500円　※日時はお
問い合わせいただくか同体育館
指定管理者ホームページをご覧
ください。

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　

※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。

◆大人も子どもも農業体験！
みどりの里でサツマイモの植
え付けと収穫（①植え付け編
②収穫編）
①6/12㈯10時30分～12時〔雨
天時6/20㈰〕②10/23㈯10時
30分～12時〔雨天時10/24㈰〕
講師みどりの相談員・宮

みやもと

本光
みつあき

昭
氏　対象①②両方に参加できる
人　定員先着15人　費用無料
◆葉っぱが大好き！ハムシの
世界をのぞいてみよう
6/26㈯10時～11時30分、13
時30分～15時　講師自然解説
員・室

むろ

智
ともひろ

大氏　対象8歳以上推
奨　定員先着15人　費用無料

パークセンター講座
☎345−8900

21世紀の森と広場

講座は全て電話による申込制。18日㈫か
ら、電話でパークセンターへ（9時～17時）

文化ホールギャラリー
☎367−7810

戸定歴史館
☎362−2050

◆アジサイを知ってもっと好
きになろう！
6/27㈰13時30分～15時　講
師みどりの相談員・秋

あきもと

元満
み つ じ

司氏
定員先着15人　費用無料

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

●健康体操教室 （ストレッチ、リズム体
操など）
日5/18㈫・25㈫、6/1㈫ 各13時 ～15
時会柿ノ木台公園体育館対50歳以上定
各先着5人申電話で活き活き体操クラ
ブ・関☎361－2637へ
●健康体操（ストレッチ、レクダンス他)
日5/18㈫・25㈫、6/8㈫・22㈫ 各13
時30分～15時会矢切公民館対60歳～
80歳申電話で矢切レクリエーションク
ラブ・田中☎090－6525－1215へ
◆被爆クスノキを見る会
日5/21㈮14時～15時〔雨天時5/28㈮〕
会21世紀の森と広場光と風の広場問新
日本婦人の会松戸支部やよい班・川上
☎368－8092
◆終活・成年後見の無料相談会
日6/5㈯9時～12時会常盤平市民セン
ター定先着10人問(一社)コスモス成年
後見サポートセンター千葉県支部・藤
倉☎388－3060
●ボーイスカウト・ガールスカウト「み
んなで遊ぼう!!自然体験学級」
日6/13㈰9時30分 ～12時30分〔 雨 天
時6/27㈰〕会21世紀の森と広場内自然
の中で元気にゲームに挑戦しよう！対5
歳児～小学3年生（要保護者同伴）定先
着50人申松戸市スカウト連絡協議会ホ
ームページ http://matsukama.web.
fc2.com/で問同協議会・根岸☎080－
2044－5670（夜間のみ）

●健康体操体験教室（ストレッチ、リズ
ム体操など）
日5/19㈬・26㈬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
1回500円申電話で健康体操さざんか・
平石☎713－8189へ
●ダンス講習会
日5/22㈯・29㈯、6/5㈯・12㈯各13時
～14時30分会稔台市民センター内組
まずにシャドーで踊る費各1,000円問
ソシアルダンスかがやき・上

かみしろ

代☎090
－8641－3634
●神武東征は「崇

す じ ん

神天皇」一族の東征
で日本最初の侵略王権 その由来は？
日5/25㈫13時30分～16時30分会市民
劇場費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
助成未就園児とママの居場所
日5/27㈭9時30分～11時30分会コミ
ュニティスペース椿の庭（三矢小台）
対未就園児と保護者定先着6組申Eメー
ルでなないろのもり 7iromori@gmail
.comへ
◆松戸市観光協会芸能部とその仲間たち
コンサート
日5/30㈰14時～16時30分会市民劇場
内協会所属の団体などによる歌謡・演
奏・朗読など申電話で松戸市民劇団・
石上☎090－8101－9347へ

◆①市民セミナー「遺言書の書き方・生
前贈与」②無料相談会
日①5/30㈰10時～12時②6/6㈰9時～
12時会市民会館定各先着20人費①500
円申電話でNPO老いじたくあんしんね
っと松戸支部長・杉浦☎090－9804－
0830へ

助成「松戸のご当地アニメ」声優オーデ
ィション
日5/31㈪まで対松戸市にゆかりがある
声優申超普通スタジオホームページ
http://chofutsu.dekimachi.com/で問
同スタジオ・楠本 chofutsu@gmail.
com 

※スポーツ推進委員主催。
※飲み物を持参してください。
※申し込みの記載がないものは当日会場で。
※マスク着用。

●バドミントン教室（初級・
中級）
毎月第4㈮9時～11時　会場柿ノ
木台公園体育館　費用1回500
円　申前日までに、電話で坂平
☎366－3432へ

上映開始時間 内容

ミュージアムシアター 
(平日）13:15、15:15
(土・日曜、祝日）15:15

5月 現代日本の形成過程 第28巻
｢道路～ぬかるみから高速道路まで～｣（30分）

6月 セーノカミの勧進～戸
とがくし

隠 栃
とちはら

原 追
おっかよう

通集落の小正月行事～（27分）

土日祝のキッズシアター
(土・日曜、祝日）13:15

5月 アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
｢闇を裂く雄叫び、タコほねなし、元犬｣（25分）

6月 アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
｢町のねずみと田舎のねずみ、おしらさま、うさぎとかめ｣（25分）

◆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

●松戸俳句会
日第2㈰12時～16時会市民会館費
年7,200円問有馬☎080－1204－
6231
●緑樹会（絵画）
日第1・2㈬18時～21時会市民会
館費月4,000円 4,000円問小辻☎
090－9978－8500
●あじさい合唱団
日㈮13時～15時会小金北市民セン
ター費月3,500円 1,000円問苅

か り べ

部
☎345－6644
●松戸市柔道修錬会
日㈪㈬㈯19時～21時会運動公園武
道館対5歳以上費月2,500円 1,000
円問茂木☎386－1071
●緑会囲碁教室燦

さんさん

燦
日㈬13時～18時会矢切公民館内年6
回大会を開催費月1,000円 1,000
円問西村☎364－2212

●ヘルシー会（料理）
日第2㈮10時～13時会五香市民セン
ター持エプロン、三角布、食器用・
テーブル用布巾各1枚費年4,000円問
杉浦☎387－6769（夜間のみ）
●二十世紀が丘フォークダンス赤いクツ
日㈬10時～12時会二十世紀が丘市民
センター持ダンスシューズ、飲み物
費月1,000円 500円問能

の せ

勢☎331
－2881（夜間のみ）
◆梨香台空手倶楽部
日㈬19時～21時会東部市民センター
費月2,000円問高橋☎090－8505－
5442
◆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

会 員 募 集

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

コース 日程
① スマホの選び方 6/  1㈫
② スマホの操作 6/  1㈫
③ タブレットの操作 6/  8㈫
④Windows10の操作 6/10㈭
⑤ Zoom会議 6/17㈭
⑥ 個別相談 6/22㈫

時間①③④⑤各9時30分～12時②⑥各13時30分～16時
会場新松戸・常盤平各市民センター他　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
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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。



5月30日㈰・31日㈪各19時30分、20時から〔小雨決行、荒天中止〕
※まん延防止等重点措置が延長された場合は中止します（令和3年5月7日現在）。
会場21世紀の森と広場（中央口集合。他の入り口からは入れません）
定員各日100人程度（抽選）　費用無料

5月19日㈬〔消印有効〕までに、往復はがきに代表者の住所・電話番号、
参加者（5人まで）の氏名、希望日（時間は指定できません）を記入して、
〒270－2261松戸市常盤平5の20の1松戸東ライオンズクラブへ　※返信面
にも必ず住所・氏名を記入してください。記入に不備がある場合は無効です。
問同広場パークセンター☎345－8900

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!

松戸市で楽しく仲良く暮らして
いきます！明るい家族を築き
ましょう♡

　今年は交流50周年を記念して、ホワイトホース市の訪問団を松戸市に迎えて一緒にお祝いす
る予定でしたが、ホワイトホース市と協議した結果、新型コロナウイルス感染拡大防止のため
今年の訪問は中止し、それぞれの市でお祝いすることになりました。

　市立第五中学校の生徒が、昭和33年に
オーストラリア大使に「ユーカリの種を
ください」と手紙を出したことをきっか
けに交流がスタートしました。これにち
なみ、交流の始まりの場所・第五中学校
に50周年を記念して植樹を行いました。

　両市の市長がオンライン会談
を行い、友好の歴史を振り返り、
姉妹都市の未来について意見交
換を行いました。会談の様子は、
今後動画で公開する予定です。

5月12日の交流50周年を記念して、植樹式とオンライン会談を行いました！

姉妹都市通信
2021年は
姉妹都市締結50周年！

問文化観光国際課☎366－7327

★

シドニー

キャンベラ

ホワイト
ホース

メルボルン

タスマニア

アデレード

パース

オーストラリアvol.4

槙
ま き お

夫さん・雪
ゆ き こ

子さん

交流の始まりの場所・第五中学校で
記念植樹式を実施

両市長が
オンライン会談を実施

4月26日
㈪

5月12日
㈬

21世紀の森と広場 ホタル観賞会 要申込

東京2020オリンピック聖火リレー
セレブレーションの観覧についてセレブレーションの観覧について

問千葉県環境生活部オリンピック・
パラリンピック推進局開催準備課
☎043－223－3487、☎043－
223－3489

NHK
ホームページ

　7月3日㈯に聖火の到着を祝うセレブレーションが松戸中央公園で開催さ
れます。新型コロナウイルス感染防止の観点から、観覧者は事前申込制で
募集する予定です。
日時7月3日㈯18時30分〜20時20分ごろ　会場松戸中央公園　
対象県内在住　費用無料

募集日程が決まり次第、県ホームページでご案内します 県ホームページ

オリンピック聖火リレー
の様子はNHK特設ホー
ムページでライブ中継
しています

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。

松戸市安全安心情報市ホームページ
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 モバイル版 パソコン・スマートフォン版 モバイル版
2021.5.15
（令和3年）
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東京東京20202020オリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピック出場が内定し、世界を相手に 出場が内定し、世界を相手に 
活躍が期待される市ゆかりのアスリートを紹介します。活躍が期待される市ゆかりのアスリートを紹介します。

競技 レスリング（女子フリー76㎏級）
所属 クリナップ㈱
松戸市との関係 市内在住（2017年から）

主な戦績
2017年　世界選手権銅メダル
2018年　世界選手権銅メダル 
2019年　世界選手権銀メダル
※明治杯全日本選抜選手権は2012年から8連覇中！

　2017年に引っ越してきたばかりですが、
松戸市の皆さまにも応援してもらえるよ
う、頑張ります！！

競技 パラ卓球（クラス11・知的障害）
所属 T

ト マ ッ ク ス

OMAX
松戸市との関係 市出身・市内在住

（栗ケ沢中学校卒）
主な戦績

2016年　リオデジャネイロパラリンピック出場
2018年　世界選手権シングルス5位
2020年　スペインオープンシングルス2位、団体戦2位

2016年リオデジャネイロパラリンピックを経験して
　前回のリオデジャネイロパラリンピックでは、大会前の4月に潰瘍性大
腸炎の病状悪化で大腸全摘出手術をしたため、なかなか思うように練習が
できない中での出場となり、予選リーグで敗退してしまいとても悔しい
思いをしました。パラリンピックは今まで
の国際大会とは違って会場の盛り上がりが
すごかったのが印象に残っています。
東京パラリンピックに向けて
　自国開催なので、日本に希望を与えるた
めに、努力の成果を発揮し、メダル獲得を
目指して頑張ります！

皆
み な が わ

川博
ひ ろ え

恵選手

竹
た け も り

守彪
たけし

選手

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081

コメント

コメント

提供：クリナップ提供：クリナップ

2019年明治杯全日本選抜選手権

2020年ITTFエジプトパラオープン

千葉県マスコット
キャラクター・

チーバくん
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