
※1　基礎疾患等
の詳細は、接種
券に同封される
案 内 ま た は 市
ホームページを
ご覧ください。

　ワクチンの供給量が安定し、65歳以上の高齢者が接種できる見通しが立った
ため、下記の表のとおり新たに55歳～64歳向けに接種券を発送し、6月19日㈯
から順次予約を開始します。
　今後も、ワクチンの供給状況に応じて予約枠を追加し、55歳未満の人への
接種券送付の準備を進めていきます。

65歳以上の人は
随時予約できます

臨時窓口 土・日曜にインターネットでの予約を代行します

55歳～64歳の皆さんに
ワクチン接種券を送付します

　予約枠を十分用意できたことから、広報まつど6月1日号でお伝えした65歳以上
に対する混雑回避のための年齢などに応じた受け付けを見直しました。6月15日㈫
時点で、65歳以上の全ての人が予約対象です。

日時6月19日㈯・20日㈰・26日㈯・27日㈰各9時～16時
会場①市役所本館2階大会議室②各市民センター（常盤平・
小金・小金原・六実・馬橋東・新松戸・二十世紀が丘・東部）
定員1日当たり先着①400人②各50人
※①は平日8時30分～17時にも開設しています。

予約方法
電話松戸市ワクチン接種
コールセンター
0120－684－389

☎050－5526－1081（有料）
（8時30分～17時、土・日曜、祝・休日含む）

市予約サイト

インターネット 市予約サイト

※予約は2回目の接種まで行ってください。

対象者数 約134,000人

ワクチン必要回数 約268,000回
（2回接種のため)

7月末までの予約枠数 約238,000回（約88.8％）
7月末までの予約済件数 163,695回（約61.0％）

接種済数 73,410回（約27.4％）

市内65歳以上の高齢者ワクチン接種進
しんちょく

捗状況
※6月7日現在

　7月から、市内の各小学校が接種会場ではなくなります。
代わりに以下の会場が予約できるようになりました。

7月から追加された集団接種会場

6月30日㈬は市・県民税（普通徴収分）第１期の納期限です。 収納課☎366－7325

電話のかけ間違いに
ご注意ください！

●中央保健福祉センター ●新松戸市民センター
●常盤平保健福祉センター ●常盤平市民センター
●小金保健福祉センター ●六実市民センター
●市民交流会館（すまいる）文化施設
●まつど市民活動サポートセンター
この他にも準備ができ次第、随時会場を追加する予定です。

松戸市お知らせ
キャラクター

まつまつ

松戸市接種会場の予約スケジュール
対象者 接種券発送日 予約開始日

60歳～64歳 6月17日㈭ 6月19日㈯

55歳～59歳のうち
基礎疾患がある人（※1）

高齢者施設等従事者（※2）

子ども関連事業従事者
6月17日㈭ 6月19日㈯

55歳～59歳のうち上記以外の人 6月17日㈭ 6月26日㈯

市ホームページ

※2　障害福祉サービス、在宅
サービス事業所等従事者を
含む。
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●令和2年度下半期 財政事情
●21世紀の森と広場「あそびのすみか」オープン
●「コアラとユーカリ」マンホールデザインコンテスト
●戸定歴史館特別展第2期
●千葉ロッテマリーンズ公式戦招待No.1705
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　市の財産には、土地や建物の他、特定の目的の
ための資金積み立てや、定額の資金を運用するため
に設けた基金などがあります。

繰越分 16億8,330万9千円 12億6,175万円  　 75.0％ 

科目 予算現額 収入済額
金額 構成比

市税 690億円  　 683億9,752万4千円 34.0％ 
地方交付税 75億 343万6千円 76億9,145万9千円 3.8％ 
国庫支出金 905億7,983万7千円   868億9,604万5千円 43.2％ 

市債 118億6,660万円  　 59億4,020万円  　 3.0％
その他 386億9,269万3千円 321億4,179万3千円 16.0％ 
合計 2,176億4,256万6千円 2,010億6,702万1千円 100.0％ 

収入率 92.4％ 

●一般会計・歳入

繰越分 16億8,330万9千円 11億2,418万2千円 66.8％

科目 予算現額 支出済額
金額 構成比

総務費 642億2,114万6千円 610億8,923万円 31.4％
民生費 848億6,360万8千円 787億4,011万6千円 40.4％
衛生費 165億9,576万円 136億6,795万9千円 7.0％
土木費 140億8,762万6千円 107億7,156万4千円 5.5％
教育費 167億9,517万円 116億9,127万3千円 6.0％
公債費 112億8,079万8千円 109億9,076万3千円 5.6％

消防費など 97億9,845万8千円 79億1,592万4千円 4.1％
　合計　 2,176億4,256万6千円 1,948億6,682万9千円 100.0％

執行率 89.5％ 

●一般会計・歳出

●特別会計
会計名 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

国民健康保険特別会計 432億4,240万1千円 395億8,993万1千円 91.6％ 393億1,979万7千円 90.9％ 
松戸競輪特別会計 193億6,515万6千円 179億6,876万9千円 92.8％ 158億6,625万2千円 81.9％ 

公設地方卸売市場事業特別会計 1億1,434万1千円 1億1,819万円 103.4％ 1億 77万9千円 88.1％ 
駐車場事業特別会計 1億5,259万9千円 1億6,778万7千円 110.0％ 6,211万円 40.7％ 
介護保険特別会計 410億1,947万7千円 386億2,009万7千円 94.2％ 338億6,571万3千円 82.6％ 

後期高齢者医療特別会計 66億 569万2千円 65億 620万3千円 98.5％ 55億1,647万1千円 83.5％ 
松戸都市計画事業新松戸駅東側地区

土地区画整理事業特別会計 2億4,494万7千円 1億9,519万5千円 79.7％ 1億1,667万7千円 47.6％

合計 1,107億4,461万3千円 1,031億6,617万2千円 93.2％ 948億4,779万9千円 85.6％ 

　令和2年度の当初予算額は1,551億
6,000万円でしたが、新型コロナウイル
ス対策（特別定額給付金など）の実施
などによって624億8,256万6千円を増
額し、最終予算額（繰越分を除く）は
2,176億4,256万6千円になりました。

一般会計 1,176億6,021万4千円
土木債 221億9,770万9千円  
教育債  144億5,061万2千円
衛生債 55億2,525万8千円
民生債  50億 700万1千円

臨時財政対策債  667億5,774万5千円
市民税減税補てん債  12億1,993万7千円

その他 25億 195万2千円

企業会計 727億1,925万3千円
下水道事業債 484億7,638万8千円 
病院事業債  213億3,643万7千円
水道事業債  29億 642万8千円

一般会計

特別会計・企業会計

　市が行う各事業の経費は、市民の皆さんに負担
していただく市税や国・県からの補助金など、そ
の年度の収入で賄われています。しかし、事業の
効果が後世にも及ぶものについては、将来の市民
の皆さんにもその負担をしていただくことで、税
負担を公平にできるため、国や銀行などから長期
で償還する資金（地方債）を費用の一部に充てて
事業を進めています。
　中でも、臨時財政対策債の発行が大きくなっ
ていますが、これは実質的な地方交付税の代替
財源として発行している地方債です。この償還
に関する費用は、後年度に国から地方交付税で
措置されます。
　今後とも、将来の財政負担を十分に考慮しな
がら、地方債を活用していきます。

令和2年度
下半期 財政事情 　「松戸市総合計画 第6次実施計画」の4年目にあたる令和2年度は、財源の確保を図りながら効率的

な行財政運営を行ってきました。
　コロナ禍など財政見通しは不透明な状況が続きますが、柔軟に対応し、住みよいまちづくりを目指します。

財政課☎366−7076

区分 予算現額 収入支出済額 収入・執行率

水道事業
会計

収益的収入 17億3,188万8千円 17億5,553万2千円 101.4%
収益的支出 16億9,019万4千円 16億1,301万5千円 95.4%
資本的収入 4,764万6千円 6,720万4千円 141.0%

資本的支出 （3,430万1千円）
4億8,879万9千円

（3,430万1千円）
4億6,795万8千円

（100.0%）
95.7%

病院事業
会計

収益的収入 240億4,553万4千円 203億2,878万円 84.5%
収益的支出 260億8,852万7千円 238億2,186万3千円 91.3%
資本的収入 43億1,182万円 43億3,316万2千円 100.5%
資本的支出 20億5,039万6千円 19億2,064万1千円 93.7%

下水道事業
会計

収益的収入 119億4,820万8千円 125億5,673万7千円 105.1%
収益的支出 117億7,338万4千円 116億6,015万3千円 99.0%

資本的収入 （7億9,365万4千円）
59億 364万6千円

（7億9,125万4千円）
43億3,137万5千円

（99.7%）
73.4%

資本的支出 （8億3,367万9千円）
90億1,554万6千円

（8億3,130万5千円）
72億2,918万円

（99.7%）
80.2%

※（　）内は、繰越分です。　※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。● 企業会計

● 一般会計から特別・企業会計への繰出金の状況

基金名 現在高
財政調整基金 121億7,041万4千円
土地開発基金 48億円　　  　　　
松本清児童福祉基金 3,206万6千円
高額療養費貸付基金 1,385万6千円
福祉基金 6,612万4千円
美術品等取得基金 4億1,000万円
国民健康保険事業財政調整基金 20億2,968万円
松戸市営白井聖地公園基金 8,550万4千円
文化施設建設基金 1億2,288万4千円
市債管理基金 2,500万円
松戸市平和基金 5,512万1千円
松戸市職員退職手当基金 5,557万2千円
介護給付費等準備基金 26億3,927万1千円
高額介護サービス費等貸付基金 1,000万円
高志教育振興基金 1億2,445万7千円
松戸市競輪事業財政調整基金 16億3,182万円
国民健康保険出産費資金貸付金 773万円
松戸市安全で安心なまちづくり基金 1億1,313万7千円
松戸市緑地保全基金 1億 250万6千円
松戸市協働のまちづくり基金 463万1千円
松戸市立小学校及び中学校施設等
耐震改修基金 8億 916万9千円

松戸市病院施設整備基金 7億 307万2千円
スポーツ振興基金 2,867万6千円
東日本大震災復興基金 0円
郷土遺産基金 7,327万6千円
庁舎建設基金 57億 259万8千円
松戸市森林環境譲与税基金 5,727万9千円

１．基金　318億7,384万3千円

土地
3,236,485.37㎡

（うち土地開発基金
11,003.04㎡）

建物 881,996.83㎡

2．有価証券および出資による権利
21億7,725万2千円

3．土地および建物 ４．車両  392台
乗用車 26 台
貨物車 33 台
消防車 73 台
救急車 17 台

軽自動車 170 台
その他 73 台

市有財産の現在高
〔令和3年3月31日現在〕

地方債の現在高   1,903億7,946万7千円
〔令和3年3月31日現在〕

〔令和3年3月31日現在〕予算執行状況

区分 1 世帯当たり 1 人当たり
市民税 14万2,557円 6万9,871円

固定資産税 10万2,324円 5万 152円
都市計画税 1万7,378円 8,518円

その他 1万7,783円 8,716円
合計 28万 42円 13万7,257円

●市税の住民負担状況

人口 49万8,318人
世帯 24万4,240世帯
面積 61.38㎢

●住民基本台帳人口等
  〔令和3年3月31日現在〕

監査結果を公表します監査結果を公表します
　令和2年12月2日から令和3年2
月17日までの期間に実施した定
期監査結果の概要を公表します。
令和3年5月13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

問監査委員事務局☎366−7385

監査の対象
街づくり部（10課)、消防局（5課)、
健康福祉部（4課)、子ども部（6課)、
福祉長寿部（8課)
監査の結果

　監査の結果は、監査した限りにおい
て、おおむね適正に執行されているも
のと認められた。

※監査結果の全文は、行政資料センター、図書館本館、市ホームページで閲覧
できます。

一般会計（款） 繰出金額 繰出先の会計名

民生費
27億8,871万5千円 国民健康保険特別会計
62億9,879万8千円 介護保険特別会計
10億2,178万9千円 後期高齢者医療特別会計

衛生費 3,491万1千円 水道事業会計
34億3,640万8千円 病院事業会計

商工費 7,154万7千円 公設地方卸売市場事業特別会計

土木費

359万7千円 駐車場事業特別会計

1億9,519万5千円 松戸都市計画事業新松戸駅東側地区
土地区画整理事業特別会計

31億円 下水道事業会計
合計 169億5,096万円

学生アルバイトを緊急雇用します
　新型コロナウイルス感染症の影響により、生活が困窮している
学生を対象に、会計年度任用職員を募集します。
勤務日数週1～3日程度　勤務時間7時間45分（休憩45分）　※条
件応相談。　任用期間採用日～9月30日㈭　※令和4年3月31日
まで更新する可能性あり。　勤務場所市役所または市内出先機関
業務内容新型コロナウイルス対策関連業務など正規職員の業務補助
受験資格市内在住・在学の学生（留学生を含む）　※詳細要問い合
わせ。　採用人数20人程度　時給957円（別途交通費支給）

顔写真付きの履歴書を郵送または直接〒271−8588松戸市
役所　人事課（☎366−7306）へ　※郵送の場合は、封筒に朱書き
で「緊急雇用 会計年度任用職員履歴書在中」と記入してください。

2 広報まつど　2021（令和3）年6月15日

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。



今年度の成人講座「音楽の広場」は
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため中止します
問生涯学習推進課☎367－7810

6/21㈪から五香駅東口第2駐輪場バ
イク定期利用の新規申請の受け付け
を停止します

　詳細は市ホームページを
ご覧ください問交通政策
課☎366－7439

7/1㈭から市営プール（①運動公園②
新松戸プール③東部スポーツパーク④
和名ケ谷スポーツセンター）を利用制
限付きで開放します

　感染症対策を行った上でご利用くださ
い利用できない日①8/8㈰・21㈯・22
㈰②③7/5㈪・12㈪・19㈪④平日全て
問①運動公園プール☎363－9554②新
松戸プール☎309－3000③東部スポー
ツパーク☎391－0944④和名ケ谷ス
ポーツセンター☎391－5990　※①②
は6/25㈮から要予約

P
ペ イ
ayP

ペ イ
ayで市税などの納付ができる

ようになりました
支払いができるもの◦市民税・県民税（普
通徴収分)◦固定資産税（償却資産を含
む)・都市計画税◦軽自動車税（種別割)
◦国民健康保険料◦後期高齢者医療保
険料◦介護保険料　※詳細
は市ホームページをご覧く
ださい問収納課☎366－
7325

正しい紙類のごみの出し方
　ルールが守られていない出し方をした
場合は回収できません。翌週に正しく出
し直してください段ボール・新聞紙・雑誌
折り畳み、ひも（ビニールひも・紙ひも・
スズランテープ）で十文字に縛って出し
てください　※段ボールは1枚でも必ず折
り畳んでひもで縛ってください雑がみ以
下のいずれかの方法で出してください◦
紙袋に入れてひもで紙袋の底から取っ手
の下にくぐらせて縛るか、袋の口を1カ
所テープ類で留める◦雑がみ類をまとめ
てひもで十文字に縛る問家庭ごみ相談
コールセンター 0120－264－057ま
たは050－5358－9687（有料）

6月は食育月間〜クックパッド松戸市
公式キッチンをご利用ください〜

　市の栄養士や食育ボラン
ティア、聖徳大学の学生が考
案したレシピなどを掲載して
います問健康福祉政策課☎
704－0055

再就職にハロートレーニング（公的職
業訓練）を活用しませんか

　ハローワーク松戸の職業訓練コー
ナーへお越しください問ハローワーク
松戸☎367－8609（部門コード43#）

植木の剪
せんてい
定（7〜9月）

定月100件程度費作業内容による（ご
みは自己処理）申電話で(公社)松戸市
シルバー人材センター☎330－5005へ

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
を市ホームページで公表

  住民基本台帳法第11条および第11条
の2に基づき公表しています問市民課
☎366－7340

大規模小売店舗の変更届出の縦覧と意
見書の提出
対象店舗ヨークマート六高台店縦覧・
意見書提出期限 8/10㈫ 縦覧場所商工振
興課問同課☎711－6377

都市計画変更案の概要縦覧と公聴会
縦覧期間 6/29㈫まで（平日8時30分～
17時）内①用途地域・高度地区・防火
地域および準防火地域・駐車場整備地
区（相模台地区）②松戸中央公園、相
模台公園、戸定が丘歴史公園の区域の
変更縦覧場所①都市計画課②公園緑地
課公聴会 7/17㈯14時から会市役所議
会棟3階特別委員会室対市内在住（法
人可）公述の申出方法 6/29㈫〔消印有
効〕までに、公述申出書に意見の要旨を
記入して郵送または直接〒271－8588
松戸市役所①都市計画課②公園緑地課へ
※公述申出がない場合は中止問①都市
計画課☎366－7372②公園緑地課☎
366－7380

成人式をプロデュースする新成人キャ
ストを募集
日 R4/1/10㈷会森のホール21対市内
在住のH13/4/2～H14/4/1生まれ
打ち合わせ回数年8回程度予定　※謝礼
や交通費などの支給はありません申電
話またはEメールで社会教育課社会教
育班☎366－7462、 mcseijinsiki@
city.matsudo.chiba.jpへ

青少年会館文化祭＆青年フェスティバ
ル発表出演団体（者）募集
日11/3㈷会青少年会館内ダンス・演
劇・音楽など対市内在住・在学・在勤
の小学生～35歳程度のグループ・個人
定2団体（抽選）申7/21㈬までに、電
話またはEメールに件名「文化祭｣、本
文に氏名・年齢・連絡先を記入して、青
少年会館☎344－8556、 mckozas@
city.matsudo.chiba.jpへ

矢切「四季の道｣（花壇）ボランティア募集
場所下矢切坂川沿い、矢切橋から下流約
150mの1区画（約3m×5m）対市内在
住・在勤・在学申電話またはFAX・E
メールに氏名・電話番号を記入して、文
化観光国際課☎366－7327、 711－
6387、 mckankou@city.matsudo.
chiba.jpへ

保健師の会計年度任用職員募集
勤務日時平日週1～4日8時30分～17時
※応相談勤務先中央・小金各保健福祉
センター業務内容育児相談、家庭訪問、
幼児健診など対市内医療機関に勤務
していない保健師募集人数若干名時給
1,545円申電話で子ども家庭相談課母
子保健担当室☎366－5180へ

県営住宅入居者募集
募集期間 7/1㈭～15㈭入居資格◦住宅
に困窮していて、同居親族がいる人◦
所定の方法で算出した月収が一般=15
万8千円以下、高齢者・身体障害者等
（条件あり)=21万4千円以下申込書配布
6/25㈮から、住宅政策課・各支所・行
政サービスセンター・東葛飾地域振興
事務所で問千葉県住宅供給公社県営住
宅管理部募集課☎043－222－9200

税務職員（国家公務員）募集
対高卒程度申6/21㈪～30㈬の間に、
人事院ホームページで　※詳細要問い
合わせ問松戸税務署総務課☎363－
1171（内線205）

農業に従事する人なら広く加入できる
農業者年金の現況届の提出締め切りは
6/30㈬です

　新規加入も受け付けています加入条件
◦年間60日以上農業に従事している◦
国民年金の第1号被保険者（保険料納付
免除者を除く）◦20歳～
59歳　※詳細は(独)農業
者年金基金ホームページ
をご覧ください問農業委
員会事務局☎366－7387

6/23㈬〜30㈬に建設リサイクル法に
関する全国一斉パトロールを行います

　分別・解体や再資源化などが適正に
行われているかをパトロールします問
建築指導課☎366－7368

従業員の退職金に「中小企業退職金共
済制度」をご利用ください

　新規加入や月額掛け金を増額する場
合、掛け金の一部を国が助成します　※
市でも掛け金の一部を助成する制度があ
ります問 (独)勤労者退職金共済機構中
小企業退職金共済事業本部☎03－6907
－1234、商工振興課☎711－6377

(公社)松戸市シルバー人材センター
スマホ・パソコン教室
コース スマホの選び方、スマホの操作、
タブレット、Windows10、Word・Excel、
個別相談問同センター☎330－5005

松戸地域職業訓練センター講座
内初めてのパソコン＆インターネット、
Word、Excel、PowerPoint、Windows10、
日商簿記2級、マンション管理士・管理
業務主任者問同センター☎349－3200

えだまめ（①味
あじふうか
風香②湯あがり娘）

収穫体験
収穫時期①6月中旬～7月ごろ②7月下
旬～8月ごろ（天候により変動あり）
会根本農園（幸田）費1区画（12m）
3,000円申電話で同農園（松戸市都
市農業振興協議会）☎090－6193－
4688へ

2カ所縫うだけでできるお薬手帳ケー
ス＆ティッシュケースづくり
日6/30㈬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

老人ホームの仕組みと現状〜上手な
ホームの選び方〜
日7/7㈬14時～15時30分会新松戸市
民センター対おおむね60歳以上定先
着15人申電話で新松戸高齢者いきいき
安心センター☎346－2500へ

まちづくりキーパーソン養成講座「社
会の課題解決・理想実現に挑む事業と
組織の運営の基礎を学ぶ」〜エビデ
ンス・ニーズに基づいた調査から事業
計画を立てる〜〔全3回〕
日①7/25㈰②10/17㈰③11/28㈰各
14時～17時会①勤労会館②Zoomに
よるオンライン開催③まつど市民活動
サポートセンター講 I

アイアイエイチオーイー

IHOE〔人と組織と
地球のための国際研究所〕代表・川北
秀人氏対NPOや市民活動団体を運営
している人定先着15人（団体は10組ま
で）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☎365－5522、

hai_saposen@matsudo-sc.comへ

ネイティブスピーカーと会話を楽しみ
ましょう（①中国語②英会話サロン）
日7/11㈰、8/15㈰、9/12㈰、10/17
㈰、11/21㈰、12/19㈰各①10時～11
時30分②13時～14時30分会文化ホー
ル講まつど国際文化大使他定各回15人
（抽選）費1回500円（会
員無料）申申し込みフォー
ムで問(公財)松戸市国際交
流協会☎366－7310

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7/15㈭10時
～10時30分〔雨天中止〕会新堀公園
（上本郷4221)、北丘第2公園（五香7
の52の1）定各先着100人問市民安全
課☎366－7285

介護のやさしい日本語講座〜介護って、
どんなことをするの？〜〔全10回〕
日7/20～8/24の㈫㈭（8/12㈭除く）
各10時10分～12時10分会国際友好
ルーム（松戸ビル4階）内介護に必要
な基本的な用語や漢字、利用者とのコ
ミュニケーション対介護の仕事を希望
または現在仕事をしていて、漢字や
日本語でのコミュニケーションに不安
がある外国人定先着10人費1,000円
※別途(公財)松戸市国際交流協会賛
助会費1,000円申電話で日本語ボラン
ティア会・藤沢☎080－5379－6017へ

ボランティア体験講座「L
レ ッ ツ
et’s体験!!

2021」
期間 8/1㈰～10/31㈰内市内の環境・
福祉・子どもの支援などの市民活動団
体でボランティア体験対中学生～29
歳定先着100人申 6/20
㈰～9/17㈮の間に、まつ
ど市民活動サポートセン
ターホームページまたは
電話で同センター☎365
－5522へ

イングリッシュ×ストリートダンス
〜英語とダンスで表現力を養おう！〜
〔全3回〕
日 8/4㈬～6㈮15時～16時30分会
ゆうまつど 講プロダンサー・M

ミ キ

I K I 
I
イ シ ザ カ

SHIZAKA氏内世界で活躍中のプロダ
ンサーと、ダンスやゲームを英語で楽
しみながらコミュニケーション力と表
現力を身に付ける対小学2年～6年生
定 15人（抽選）費 3,000
円申 7/15㈭までに、申し
込みフォームで問 (公財)松
戸市国際交流協会☎366－
7310

前期ビジネス・キャリア検定（1級〜3級)
試験日 10/3㈰内人材開発・労務管理、
経理・財務管理、マーケティング、経営
戦略など8分野44試験受付期間 7/16㈮
まで問ビジネス・キャリア検定試験運
営事務局☎03－6627－6504

男女共同参画推進協議会
日6/24㈭14時から会ゆうまつど 傍聴
定員先着5人（13時50分まで受け付け）
問男女共同参画課☎364－8783

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　

市ホームページ

申し込み
フォーム

申し込み
フォーム

松戸市公式
キッチン

同基金
ホームページ

同センター
ホームページ

イベント

お知らせ

会議

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



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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21世紀の森と広場の新たな遊び空間21世紀の森と広場の新たな遊び空間
あそびのすみかあそびのすみか7月3日㈯オープン！7月3日㈯オープン！

同広場管理事務所☎345－8900　公園の新たな魅力となる遊び空間「あそびのすみか」が、多くの皆さんの寄附をいただき完成しました。
ぜひ、豊かな自然の中で楽しい時間を過ごしにお越しください。
場所光と風の広場（同広場内）　対象年齢6〜12歳（3〜6歳は要保護者の付き添い）

21世紀の森と広場オリジナルの、新しい3つの大型遊具をご紹介！

松戸市都市計画松戸市都市計画マスタープラン改定マスタープラン改定
に向けてに向けてオープンハウスオープンハウス（パネル展示）（パネル展示）
を開催しますを開催します
　市では、平成11年に
策定した都市計画マス
タープランの改定に伴
い、検討内容の説明を
記載したパネル展示を
通して市民の皆さんの
意見をお伺いします。

都市計画マスタープランとは都市の将来像やその実現のための方針を
分かりやすく示したものです。

日時 会場
6/27㈰11:00〜16:00 五香市民センター
7/　3㈯11:00〜16:00 東部市民センター
7/　4㈰11:00〜16:00
7/　5㈪〜7㈬

各10:00〜16:00
アートスポットまつど
（キテミテマツド9階）

7/10㈯11:00〜16:00 新松戸市民センター

都市計画課☎366－7372

　豊富な経験・スキルを持ったボランティア「プロボノワーカー」と、支援を受
けたい地域団体とのマッチングを7月から実施することに伴い、その概要や参加
方法などを解説する説明会を開催します。
日時7月17日㈯10時〜11時30分　会場ゆうまつどまたはオンライン
配信（Zoom）　定員先着30人（オンラインは定員なし）
申し込みフォームで　※説明会に参加せず「プロボノMATSUDO
2021」のみ申し込むこともできます。

NPOサービスグラント☎03－6419－4021、地域包括ケア推進課☎366－7343

プロボノMATSUDO2021説明会
～プロボノって何？仕事や学業の経験を活

い

かした
地域貢献を考えよう～ 要申込

「コアラとユーカリ」マンホール「コアラとユーカリ」マンホール
デザインコンテストを開催しますデザインコンテストを開催します 要申込

★

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

　5月12日という日は松戸市にとっ
て意味のある日です。この日がなぜ
特別かご存じですか？写真がヒント
です。
　先月、オーストラリアのホワイト
ホース市と松戸市の両市長はオンラ
インで会談し、姉妹都市交流50周

年記念日をお祝いしました。この日が、5月12日な
のです。50周年！半世紀にもわたり、国際交流・
友情・支援などにより構築された強い絆は今でも続

いています。今年、ホワイトホース市の皆さんと直
接お会いできずとても残念ですが、オンライン会談
では私たちの気持ちを上手に伝えるように頑張り
ました。このような貴重な機会に通訳者の一人とし
て、大勢の人々の人生に影響を与えた素晴らしい関
係に貢献できたことが光栄でした。
　今年、松戸市はこの記念すべき50周年を市民の
皆さんと祝えるようにさまざまなワークショップ
やイベントなどを実施する予定ですので、楽しみ
にしてください！

ギテレス・ハビア

（公財）松戸市国際交流協会
伊藤理事長（左）と市長

ホワイトホース市の
皆さん

姉妹都市通信
問�文化観光国際課☎366－7327

vol.5

2021年は
姉妹都市締結50周年！

最優秀作品はグッズ化も！

市ホームページ

　市内に設置されているマンホールのふたには、ホワイトホース市（旧
ボックスヒル市）にゆかりのある「コアラとユーカリ」デザインがある
のをご存じですか？姉妹都市交流50周年をきっかけに「コアラとユーカ
リ」の新しいデザインを募集します。ぜひご応募ください。
募集要項●「コアラ」「ユーカリ」「松戸市またはホワイトホース市に
関連あるモチーフ」のうち2点以上のデザインを含めること●12色以内
●1人3作品まで●デジタル・手書きいずれも可●「姉妹都市交流50周年
記念」を意味するロゴや文言を入れないこと
選考方法一次審査（外部有識者を含めた意見交換会）で5〜10作品に選
定後、二次審査（一般投票）を経て最優秀作品を決定

最優秀作品の取り扱い●カラー版のマンホールを市内1
カ所に設置●モノクロ版のマンホールを市内各地へ設置
予定●マンホールカード化の申請やグッズの製作・販売
を予定
8月13日㈮〔消印有効〕までに、ちば電子申請サービ

ス、Eメール、郵送でデザインを描画した応募用紙を〒271
－8588松戸市役所　下水道経営課 mcgesuidoukeiei@
city.matsudo.chiba.jp（☎710－3082）へ
※応募用紙は必ず市ホームページでダウンロードしたも
のを使用してください。

通訳として国際交流員 ギテレス・ハビアがオンライン会談に参加しました

オンライン会談の様子

申し込み
フォーム

地層や岩石の風化・浸食をイメージした砂山。壁に
は化石がモチーフの石が埋め込まれ、発掘や宝探し
ができる仕掛けになっています。前面に出ている砂
のテーブルは、車椅子でもそのまま利用できます。
※保護者の介助があれば0〜3歳も使用可。

アリ塚や洞窟住居を思わせる自然の中に現れ
る山型の造形で、子どもたちが昆虫となって
多様なスライダーやトンネルなど巣穴の迷路
を駆け回って楽しめます。

竪穴式住居の形状をイメージした、ネットや吊
り橋で遊ぶ複合遊具。円形に配置することで
「縄文のムラ」の風景をつくります。

ジオマウンテン 昆虫のスミカ 縄文サークル

現在のマンホールの
デザイン



おうちからオンラインで参加
オリジナルゲームを開発しよう！
小学生向けプログラミング教室〔各全4回〕要申込
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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。

①ラベンダースティック
②ラベンダーの花籠
6月22日㈫①9時30分～10時30分②11時～12時
講師松戸ハーブボランティア・廻

え が み

神千恵子氏
定員各先着8人　持ち物花ばさみ　費用①300円②500円

③コケ玉作り
6月27日㈰10時～11時
講師花

か き

卉園芸家・後
ご か ん

閑早苗氏　定員先着8人
持ち物霧吹き、糸切ばさみ、ハンドタオル、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
6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
※①②③のいずれか1講座のみ申し込み可。

要申込東松戸ゆいの花公園の講座東松戸ゆいの花公園の講座

　対象施設に設置されたQRコードを読み取り、クイズに答えてデジタル
スタンプを取得！デジタルなので、非接触で参加できます。デジタルスタ
ンプを3つ以上集めて応募すると毎月抽選で10人にすてきな景品をプレゼ
ントします。詳細は、市ホームページをご覧ください。
開催期間6月25日㈮～10月31日㈰
必要な物インターネットに接続でき、QRコードを読み込む機能やアプ
リのあるスマートフォン（データ通信費は参加者負担）
運営について文化観光国際課☎366－7327
システムについて東武トップツアーズ㈱
高井・山崎☎366－9011（平日9時30分～17時30分） 市ホームページ

　市内や近隣に住むアーティストを公募し、PARADISE AIR
での滞在制作を支援する『MATSUDO “QOL” AWARD』
を今年も開催します。詳細はパラダイスエアウェブサイトを
ご覧ください。 
�(一社）P

ペ ア

AIR☎364－8832、文化観光国際課☎366－7327
パラダイスエア
ウェブサイト

パラダイスエア
PP
パ ラ ダ イ スパ ラ ダ イ ス

ARADISEARADISE  AA
エ アエ ア

IIRRががコロナ禍のアーティストを支援！コロナ禍のアーティストを支援！

MM
マ ツ ドマ ツ ド

AATSUDOTSUDO " "QQ
キ ュ ー オ ー エ ルキ ュ ー オ ー エ ル

OLOL" " AA
ア ワ ー ドア ワ ー ド

WARDWARD

戸定歴史館☎︎362－2050

幕府再興とパリ万博
1867・運命の転換点

戸定歴史館特別展第2期
渋沢栄一・徳川昭武展覧会シリーズ

　戸定邸の主・徳川昭武は渋沢栄一と、共に1867年パリ万博へ派遣され
ました。万博参加と日仏の連携強化は幕府再興への布石だったのですが、
昭武一行の滞欧中に、江戸幕府は瓦

が か い

解の日を迎えることになりました。
　本展では、パリ万博開催時期における徳川慶喜・昭武・使節団員の活動
と、国内外の情勢について紹介します。また、大河ドラマの放映に合わせ、
渋沢栄一が果たした役割について再考します。
会期7月3日㈯～10月31日㈰
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）、展示替期間（9月21日㈫～
10月12日㈫）
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

7月22日㈷～25日㈰または8月14日㈯～17日㈫
各①10時～12時②13時～15時③16時～18時
内容自宅からオンラインでプログラミングを学ぼう！基礎から少し難し
いことまで、オリジナルゲームの開発　講師㈱C

シーエー

A T
テ ッ ク

ech K
キ ッ ズ

idsスタッフ
対象全日程参加可能でマウス操作ができる市内在住の小学4年～6年生
※パソコンは全員に配送で貸し出し。自宅にインターネット環境がな

い人も参加できます（応相談）。
定員各20人（抽選）　費用無料

6月24日㈭までに、ちば電子申請サービスで
文化観光国際課☎366－7327

須
す

貝
が い

 仁
じ ん

展
〜抽象の世界と具象の世界〜

　「抽象と具象の二つの世界」をテーマに
した作品を展示します。
会期8月15日㈰まで
会場森のホール21 1階エントランスホール
休館日月曜（祝・休日の場合は開館し翌平
日休館）　費用無料

社会教育課美術館準備室☎366－7463
ART WORK 2021 本土寺五重塔

市ホームページ

1867年パリ万国博覧会会場

緋
ひ ら し ゃ じ み つ ば あ お い も ん

羅紗地三葉葵紋
付
つきじんばおり

陣羽織
徳川昭武肖像写真

Facebook
アカウント名:

@matsudo_tojomuseum

Twitter
アカウント名:

@TojoMuseum

Instagram
アカウント名:

@matsudo_tojomuseum

戸定歴史館のSNSを開設しました

　戸定歴史館のイベント情報などをお届けします。
各SNSの「フォロー」や「いいね！」をお願いします。

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室
同館☎368－1237

特別投影　キッズ・デー☆たなばた
7月4日㈰10時30分、11時30分、13時30分、
14時30分、15時30分（各回20分）
内容星空紹介と七夕にまつわる物語　定員各回先着40人　
費用50円（65歳以上、中学生以下、障害者手帳などを持つ
人とその付き添いの人1人は無料。年齢を確認できるものの
提示が必要）

投影開始30分前から、同館2階で受け付け

星空観望会　ならぶ金星と火星 要申込
7月17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

6月16日㈬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）。
※7月17日㈯は通常番組を休演します。

「たなばたぬりえ」
プレゼント

連続4日間、同じ時間
帯に参加してね！

まつど魅力再発見
デジタルスタンプラリー

戸定邸矢切の渡し

市内 11カ所を巡る観光スポットや駅

参加者全員に
Tシャツプレゼント



　熱中症とは、環境や体調などによって
体に熱がこもり、発散できない状態を言
います。重症の場合は生命に関わります。

　マスクの着用により、熱中症のリスクが高まります。屋
外で十分な距離が取れる場合は、熱中症予防のためにマス
クを外しましょう。
症状めまい、顔のほてり、痙

け い れ ん

攣、吐き気など
応急処置涼しい場所へ移動し、衣服を緩めて水分補給

ストップ熱中症！ 小金保健福祉センター☎346－5601

　熱中症の危険性が高くなることが予想される場合、環境省が「熱中症
警戒アラート」を発表します。また、環境省の「熱中症警戒アラート
メール配信サービス」に登録することで、通知が受け取れます。

環境政策課☎366－7089

熱中症警戒アラート

環境省
ホームページ

環境省ホームページ
「熱中症警戒アラート
メール配信サービス」

母指CM関節症ってどんな病気？
　親指の付け根の関節が腫れたり出っ張ったりして、「物をつまむ」
「ペットボトルのキャップを開ける」「ドアノブを回す」などの動作が行
いにくくなり痛みを伴うことがあります。
　親指は、他の4本の指と向き合って大きく動くので関節の負担が大き
く、手の使い過ぎや加齢の影響が出やすいと考えられます。関節の緩み
や骨のずれが起きていますが、進行すると関節が外れかかる状態（亜脱
臼）を起こすこともあります。さらに進行すると親指が開かなくなった
り、親指の関節が強く変形したりしてしまうこともあります。

治療はどうするの？
　治療の基本は保存療法です。消炎鎮痛剤の内服や外用（湿布など）、装
具による親指の固定などが行われます。痛みが強い場合はステロイドの
関節内注射も行います。また、この関節症は更年期の女性ホルモンの変
化と深く関連しているため、サプリメントを上手に使うことで変形の予
防や変形の進行を抑える効果が期待されています。
　痛みが強かったり、変形が著しかったりする場合は手術も検討されま
す。多くは保存療法で症状が軽減し、進行が抑えられるので、早めの受
診をお勧めします。

松戸市医師会  https://www.matsudo-med.or.jp/

母
ぼ し

指 CM関節症
あなたの健康 418

※自分で水分を飲めない、症状が改
善しない、意識や言動がおかしい
場合はすぐに119番通報し、体を
冷やしながら救急車の到着を待ち
ましょう。

予防方法●飲み物を持ち歩く●十分
な睡眠●バランスの良い食事●暑い
ときには我慢せずに冷房を使用する

食中毒注意報が発令中です（9月30日㈭まで）
　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。調理や食事の前には必ず手を洗いましょう。また、肉・魚・野菜・惣
菜などは購入後早めに食べるようにし、調理する際はしっかり加熱しま
しょう。

健康福祉政策課☎704－0055

麻しん・風しん混合（MR）第1期・第2期予防接種を受けましょう
対象第1期＝1歳〜2歳未満、第2期＝平成27年4月2日〜平成28年4月1
日生まれ　※第2期の対象者には、4月初旬に通知を送付済み。
接種期間令和4年3月31日㈭まで　※期間を過ぎると無料で受けられなくな
ります。　注意事項◦麻しんと風しん両方にかかった人は接種不要です◦市
外の医療機関で接種を希望する場合は、お問い合わせください
　転入や紛失などの理由で予診票を持っていない場合、以下のいずれかの方
法で申し込んでください。
◦郵送で母子健康手帳の子どもの氏名が分かるページと予防接種のページ
（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
生班へ（後日郵送）◦直接健康推進課（即日発行）または各支所の市民健康
相談室窓口（後日郵送）で　※母子健康手帳を持参。

同課予防衛生班☎366－7484

介護者のつどい 要申込
6月①22日㈫13時30分〜14時30分②25日㈮15時〜16時
会場①総合福祉会館②ゆうまつど　対象介護をしている・介護経験のあ
る人（男性介護者も歓迎）　定員各先着10人　費用無料

電話で各高齢者いきいき安心センター（①矢切☎710－6025②本庁☎
363－6823）へ

シニアのための転倒予防教室 要申込  
6月25日㈮14時〜15時　会場ゆうまつど　講師りぼんくらぶ上本郷ケアト
レーナー　対象医師から運動の制限をされていないおおむね65歳以上
定員先着20人程度　費用無料

電話で本庁高齢者いきいき安心センター☎363－6823へ 

認知症サポーター養成講座 要申込 5各　  マイル  
①6月28日㈪②7月7日㈬各10時〜11時30分　会場①馬橋②二十世紀が丘
各市民センター　対象市内在住・在勤　定員各先着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東部
☎330－8866）へ

愛の献血 15

7月1日㈭10時〜11時45分、13時〜16時　会場市役所正面玄関前駐車場
持ち物保険証・運転免許証など本人確認ができる物　※松戸献血ルーム
P
ピ ュ ア

ure（☎703－1006）では随時受け付けしています。
健康推進課☎366－7487

花モモカフェ～認知症の方・ご家族のつどいの場～ 要申込
7月3日㈯13時30分〜15時　会場新松戸市民センター
対象認知症の人・介護をする家族など　内容認知症の人の交流、家族
同士の情報交換、専門職による相談　定員先着10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

元気アップ教室（介護予防体操教室）要申込  
7月5日㈪9時45分〜10時30分、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

6月15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
申込専用ダイヤル☎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
外では受け付けません）。

認知症予防教室 要申込  
7月6日㈫・13日㈫各10時〜11時30分　会場二十世紀が丘市民センター
対象おおむね65歳以上　定員先着30人　費用無料

電話で東部高齢者いきいき安心センター☎330－8866へ

地域いきいき講座「『終活の準備』エンディングノート・
遺言書の書き方」要申込  
7月7日㈬10時〜11時15分　会場勤労会館　講師（一社）コスモス成年後
見サポートセンター千葉県支部　対象高齢者または高齢者を支える人　
定員先着20人　費用無料

電話で明第1高齢者いきいき安心センター☎700－5881へ

認知症サポーター養成講座
～認知症について知ろう～ 要申込  
7月15日㈭10時〜11時30分　会場新松戸市民センター
対象市内在住・在勤　定員先着10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

知ろう！聞いてみよう！お薬エトセトラ 要申込  
7月16日㈮13時〜14時　会場常盤平市民センター　定員先着25人
費用無料

電話で常盤平高齢者いきいき安心センター☎330－6150へ

まつど健康マイレージ付与 …
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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。

相談名（原則予約制） 日時 予約・問い合わせ

思春期
相談

電話
（予約不要）㈪〜㈮ 9:00 〜 17:00

（祝日を除く）
☎361－2138

来所

精神保健
福祉相談

こころの
健康相談

7/1 ㈭・19 ㈪
14:00 〜 16:00

酒害相談 7/15 ㈭ 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

（祝日を除く）
☎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  

健康松戸21
マスコットキャラクター

「けあら」



　　　

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)、くん蒸期間（6月21
日㈪～28日㈪）
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7/6㈫～8/22㈰　会場企
画展示室　費用無料
◆同館学芸員講演会①｢寄贈・
奥井コレクションについて」
②｢幕末江戸の麻疹パンデミッ
ク」
①7/11㈰②7/24㈯各13時～
15時　会場講堂　定員各30人

（抽選)　 費用無料　申①7/1㈭
②7/8㈭〔必着〕までに、同館

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①1,000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。

　6/15号では「スポーツ」
コーナーの掲載はありません。

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)、展示替期間（9月
21日㈫～10月12日㈫）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

◆特別展②幕府再興とパリ万
博－1867・運命の転換点
7/3㈯～10/31㈰
※詳細は5面をご覧ください。

※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。

◆楽しい茶摘みと自分で作る
お茶作り体験
7/3㈯10時～12時　講師みど
りの相談員・丸

ま る お

尾三
み え こ

恵子氏　定
員先着15人   費用無料
◆自然観察おもしろ講座「ト
ンボは不思議がいっぱい」
7/4㈰9時30分～12時30分　
講師東葛しぜん観察会　定員先
着15人　対象小学生以上　費
用無料
◆夏休み前！大人向け昆虫観
察入門
7/6㈫10時30分～12時　講師
自然解説員・室

むろ

智
ともひろ

大氏  定員先
着15人  費用無料
◆暑い夏は涼しい林内で植物
観察！
7/10㈯10時～11時30分、13時
30分～15時　講師自然解説員・
池
い け だ

田 駿
しゅん

氏　定員先着10人　費
用無料
◆初夏 立石寺 蝉の声 芭

ば し ょ う

蕉の
心象風景を読み解こう
7/13㈫13時30分～15時　講師
自然解説員・渡

わたなべ

邊勲
いさお

氏　定員先
着15人　対象15歳以上　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。6/16㈬9時
から電話でパークセンターへ（9時～17時）

開館時間…10時～18時（7/1㈭から
最大21時まで開館します。ただし、催
し物によって夜間展示がない場合や、
初日と最終日の公開時間が変更にな
る場合があります）
休館日…月曜

千葉常磐独立展
7/3㈯～4㈰　※夜間展示あり。
問太田原☎386－7700

文化ホールギャラリー
☎367−7810

戸定歴史館
☎362−2050

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、①｢7/11学芸員講演
会」②｢7/24学芸員講演会」係へ
◆歴史を語る「(仮）郷土玩具
について/(仮）天神様と玩具」
7/18㈰13時～16時　会場講堂
講師同館学芸員、目黒区めぐろ
歴史資料館研究員・村山翠氏　
定員30人（抽選)　費用無料
申7/8㈭〔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、｢7/18歴史を語る」
係へ
◆こども体験教室「親も楽しむ
土
ど れ い

鈴づくり」　
7/31㈯10時～11時、13時30分
～14時30分　会場実習室　対
象小学生とその保護者（児童の
み参加可)　定員各4組（抽選)
費用無料　※材料は児童1人分。

申7/15㈭〔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・参加者氏名
（ふりがな)・学年・電話番号・
希望時間・返信用宛名を記入し
て、｢7/31土鈴づくり」係へ
◆館内公開「博物館の裏方、
お見せします」
8/1㈰10時～11時　定員6人
（抽選)　費用無料 申7/20㈫
〔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、｢8/1博物館館内公開」係へ
◆博物館でアート小学生の部
8/1㈰・8㈷各13時30分～15
時30分　会場実習室　講師学習
支援専門員　対象小学4年～6年
生　定員各12人（抽選)　費用
無料　申7/20㈫〔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・参
加者氏名（ふりがな)・学年・希
望日時・電話番号・返信用宛名
を記入して、｢博物館でアート
（小学生)」係へ

　全館で時間・人数制限を行ってい
ます。詳細は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～16時45分（21日㈬を
除く)　内容なんでもビンゴゲームなど　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30分～19時
●移動児童館☎387－3320
わくわく広場 稔台市民センター 2日㈮・9日㈮各
10時20分～11時または11時20分～12時　対象
乳幼児と保護者　※6月16日㈬10時から電話予
約のみ（1組1回のみ参加可）。

あそぼう会 東部スポーツパーク 6日㈫・13日㈫各
15時～16時45分　八ケ崎市民センター1日㈭・8日
㈭・15日㈭各15時～17時30分　稔台市民センター
2日㈮・9日㈮・16日㈮各15時～17時30分　
明市民センター 3日㈯・17日㈯各14時～16時45分
対象主に小学生
●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10時～17時30分、祝日14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）
●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（3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9日㈮10時45分から　対象乳幼児
親子（要予約)　中高生タイム土曜17時30分～
20時（3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 2日㈮～4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）
●六実こども館☎080－3507－3538
開館日・時間 月・水曜（5日㈪を除く）14時30分
～17時30分、土・日曜、祝日、小・中学校の夏
休み期間10時30分～17時30分　内容折り紙教
室、風鈴を作ろう他　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（26日㈪を除く）15時～
18時、土・日曜、祝日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DAY3日㈯　育児相談会5
日㈪15時～17時（要予約)　絵本の読み聞かせ
10日㈯11時～12時　わくわくDAY17日㈯

7月 児童福祉館・
こども館の催し物 無料無料

各館
ホームページ

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

●マンション管理①個別相談会②セミナ
ー・交流会
日6/27㈰①10時～12時②13時～16時
会市民劇場対マンション管理組合・居住
者など定各先着①4組②20人申電話ま
たはFAXで千葉県マンション管理士会
☎043－244－9091（平日10時30分
～15時)、 043－244－9094へ

●松戸子育てカレッジ「子育て広場 お
やこで“ゆるりん”」 
日7/2㈮・9㈮・12㈪・16 ㈮・26㈪・30
㈮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円問同大学☎365－1111（代表)　
※最新情報は同大学ホームページをご
覧ください。

●劇団天童ミュージカル「人魚姫」出演
者募集
日9/12㈰15時～17時会市民劇場定先
着20人費30,000円申同劇団・浜島☎
090－7810－6645へ
◆弁護士・税理士・司法書士合同無料
相談会
日7/17㈯13時30分～16時30分会松戸
商工会議所（松戸駅下車）定先着24人
申6/21㈪から、電話で千葉司法書士会

☎043－246－2666（平日10時～12
時、13時～16時）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

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）

7
月

徐
じょほこう

葆光が見た琉球～冊
さくほう

封と琉
りゅうきゅう

球～
（71分）

土日祝のキッズシアター
(土・日曜、祝日）13:15

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、うさぎとカメ」（25分）

7
月

アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
「蛇

へびむすこ

息子、カッパとわらぞうり、そら
豆とわらと炭」（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)　※座席指定｡　費用無料

●稔台囲碁クラブ
日㈯㈰㈷13時～19時会稔台市民セン
ター費月600円 1,000円問河合☎
090－2940－2866

会 員 募 集
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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。



日時6月25日㈮8時30分～17時
会場市役所議会棟3階特別委員会室
展示物●東京2020オリンピック聖火リレー
トーチ1本●東京2020パラリンピック聖火
リレートーチ1本
費用無料
※中止や延期の場合は、市ホー

ムページでお知らせします。

「桜ゴールド」「桜ピンク」と呼ばれる美しい輝きをぜひご覧ください

聖火リレートーチを展示します
問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081

Matsudo City International Portal

See you again, Matsudo！
　Hello everyone. It is really hard for me to say this, but this will be 
my last Koho Matsudo article. After 3 years and 8 months working in 
Matsudo City Hall as a Coordinator of International Relations （CIR）, I 
decided to return to my home country to prepare for the next step of 
my life. I hope that all my work here has contributed to the promotion 
of international cooperation in Matsudo, even if just a little.
　My time here in Matsudo gave me the opportunity to complete 
myself, and has become a precious experience in my life. One important 
thing I learned here is the importance of having a ＂humble heart＂.  
I would not be the person I am today if it were not for all the people 
who helped me with their time and effort. I would like to take this 
opportunity to convey my sincere gratitude to every Matsudo citizen, all 
of my coworkers at the Matsudo City Hall, my neighbors, and my friends. 
I am truly grateful to have met you all. I believe fate still has more in 
store for me in Matsudo. Until the next time we meet, I wish you all 
health and safety. ＂See you again, Matsudo！ Tam biet va hen gap lai！＂.

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

 Here comes Ha!

文化観光国際課☎366－7327
mccir@city.matsudo.chiba.jp （English・Español・日本語= OK!）

またね、松戸！
　私から松戸の皆さんにお知らせがあります。これが私の最後の記事になります。松戸
市の国際交流員として3年8カ月勤めましたが、次のステップへ進むため、ベトナムに帰
国することを決めました（4月末に帰国）。私の仕事を通じて、少しでも松戸市の国際化
推進に貢献できたのであればうれしいです。
　松戸での生活は、私の人生において貴重な経験でした。ここで学んだ一番大切なこと
は「謙虚な心」です。今の私がいることは、さまざまな人が協力してくれるおかげだ
と知りました。いつも応援してくれる市民の皆さ
ん、市職員の皆さん、温かく見守ってくれる近所
の皆さん、そして、松戸での友達の出会いに心か
らのお礼を申し上げたいと思います。
　松戸市とのご縁はこれからも続くと信じています。
また会える日まで、皆さんのご健勝と安全をお祈
りしています。「またね、松戸！T

タ ム

am b
ビ エ ッ ト

iet v
バ ー

a h
ヘ ン

en 
g
ガ ッ プ

ap l
ラ イ

ai！（さようなら、また会いましょう）」。 いつもありがとう！  Thank you so much ！

令和3年2月生
つわりもなく、つるんと産
まれてきた親孝行な子。強
く、優しい子に育ってね！

令和2年7月生
七夕の日に生まれました。
声かけにいつもにこにこ笑
顔をふりまいてくれます。
優しい子に育って！

令和元年12月生
末っ子で皆に愛されてるココ
ちゃん！ 可愛い過ぎてパパ
が心配してるよw 望んで生ま
れてきてくれてありがとう！

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!

奥お

く

の野
愛こ

こ

み望
ち
ゃ
ん

千ち

は

や隼
ち
ゃ
ん

美み

れ

い怜
ち
ゃ
ん

市ホームページ
展示イメージ

本物を
間近で！！

千葉ロッテマリーンズ公式戦に
市民の皆さんを招待します 要申込

試合日時7月①2日㈮②6日㈫③7日㈬各18時から
対戦カード①東北楽天ゴールデンイーグルス②③福岡ソフトバンクホーク
ス　試合会場Z

ゾ ゾ
OZOマリンスタジアム（千葉市）　対象市内在住・在勤・在

学　定員各100人（抽選、2人1組、内野指定席）
6月15日㈫10時～20日㈰22時の間に、Mチケットオンラインで

※1試合のみ申し込み可｡
※抽選結果は6月下旬にEメールで連絡。
問マリーンズインフォメーションセンター☎03－5682－6341 Mチケット

オンライン

© C.L.M.

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
2021.6.15
（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 パラ陸上競技（視覚障害T11・全盲クラス）
所属 ほけんの窓口グループ㈱
松戸市との関係 聖徳大学客員教授

主な戦績
2016年　リオ2016パラリンピック

走幅跳 8位入賞
2017年　世界パラ陸上競技選手権大会 走幅跳 銀メダル
2018年　アジアパラ競技大会 走幅跳 銀メダル
2019年　世界パラ陸上競技選手権大会走幅跳 4位入賞

※走幅跳と100mの日本記録保持者

　今回のパラリンピックは自国開催ということで、日本
の皆さまの応援を力に変えて、これまで私を支えてくだ
さった方々の目の前で最高のパフォーマンスを発揮した
いと思っています。応援よろしくお願いいたします。
　そして、私が競技をしている姿をたくさんの方々に見
ていただくことで、「障害の有無にかかわらず、少しの
勇気と行動で、夢を叶えることができる」と思ってもら
えたらうれしいです。

競技 レスリング（女子フリー50kg級）
所属 早稲田大学
松戸市との関係 市出身（六実第三小学校卒、六実

中学校出身）
主な戦績

2017年　世界選手権48kg級 優勝
2018年　世界選手権50kg級 優勝
2019年　明治杯全日本選抜選手権50kg級 優勝
2021年　東京オリンピック

アジア予選 優勝

　松戸は私が育った場所です。松戸ジュニアレスリ
ングクラブで競技を始めたのをきっかけに、私のレ
スリング人生がスタートしました。
　東京2020大会ではレスリング競技が千葉県の
幕張メッセで行われるので、金メダルを獲得して
地元の千葉県に恩返しができるよう頑張ります！

髙
た か だ

田千
ち あ き

明選手

須
す さ き

﨑優
ゆ い

衣選手

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

ⓒ日本レスリング協会ⓒ日本レスリング協会

Photographer : Shu KISHIDAPhotographer : Shu KISHIDA

2021年5月市長表敬訪問

2019年第24回関東パラ
陸上競技選手権

千葉県マスコット
キャラクター・

チーバくん


	広報まつど1面_0608-5
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