
国名 競技 種目 期間 人数 練習会場

ルーマニア 陸上

走幅跳
ハンマー投げ
やり投げ
砲丸投げ
競歩

7/17㈯～8/  1㈰ 10人
運動公園陸上競技場
柿ノ木台公園体育館
ユーカリ交通公園（開園時間外）
21世紀の森と広場（開園時間外）

ドミニカ共和国 テコンドー 7/15㈭～7/19㈪ 6人 柿ノ木台公園体育館

市ホームページ

市ホームページ

須
す さ き

﨑 優
ゆ い

衣選手
市出身

（六実第三小学校卒、
 六実中学校出身）

皆
み な が わ

川 博
ひ ろ え

恵選手
市内在住

戸
と べ

邉 直
な お と

人選手
専修大学
松戸高校卒

8月6日㈮1回戦・2回戦・
準決勝

8月7日㈯3位決定戦・決勝

幕張メッセ

初出場 初出場 初出場

幕張メッセ
オリンピックスタジアム

（国立競技場）

8月1日㈰1回戦・2回戦・
準決勝

8月2日㈪3位決定戦・決勝

7月30日㈮予選
8月 1日㈰決勝

日程 日程 日程

会場 会場
会場

レスリング
女子フリースタイル
50kg級

レスリング
女子フリースタイル
76kg級

陸上
男子走高跳

　事前キャンプの選手情報や練習
スケジュール、感染症対策について
は市ホームページをご覧ください。

©クリナップ 提供/日本航空

8月2日㈪は固定資産税・都市計画税（償却資産を含む）第2期の納期限です。 収納課☎366－7325

ホストタウン相手国事前キャンプ情報

松戸市ゆかりの選手を松戸市ゆかりの選手を応援応援しよう!!しよう!!

　7月6日㈫にオリンピック
日本選手団の結団式が行われ、
須﨑選手は「全力で役割を
全うしたい」という言葉と
共に日の丸の団旗を受け取り
ました。
　7月23日㈷20時からの開
会式で、日本選手団の先頭を
切って行進します。

須﨑選手が
東京2020オリンピック
日本選手団の旗手に！

2019年第11回太田雄貴杯優勝
（小学3年～6年生対象の大会）
田中 拓進さん（第二中学校2年生）

2019年全日本中学校陸上競技選手権
100m・200m優勝
ハッサン・ナワールさん（第五中学校卒）

　とても緊張しましたが、フェンシングを有名にしたいと
いう思いで参加しました。まずは中学生で全国1位になり、
将来はオリンピックでメダルを獲れる選手になりたいです。

　みんなに見守られて楽しく参加できました。家族、仲間、
先生方に感謝したいです。今回はリレー走者として参加しま
したが、次は選手としてオリンピックに出場したいと思います。

松戸市
第1走者

千葉県
最終ランナー 

市出身（県選出）の聖火ランナーの声

1年の開催延期を経て、もう間もなく東京オリンピックが開幕し、8月8日㈷の閉会式までに33競技が行われます。
市ゆかりの選手の皆さんも日本代表として世界を相手に戦います。一緒に選手を応援しましょう！

最新の市ゆかりの選手の東京2020オリンピック出場情報は、市ホームページをご覧ください。

受け入れ予定の事前キャンプ

　東京オリンピック聖火リレーは、 
7月3日㈯に県内最終地点の松戸中央
公園で点火セレモニーが行われました。
県内237人のランナーがつないだ聖火
は、茨城県、埼玉県に引き継がれ、
7月23日㈷に東京都庁でゴールを迎え
ます。
問東京オリンピック・パラリンピック推進課

☎710－3081

東京2020オリンピック
聖火リレー点火セレモニーが
行われました

最終ランナーのハッサン・
ナワールさんが聖火皿に
聖火を灯しました

2
4
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8
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●17歳以下のワクチン接種について
●市民活動助成制度を活用しませんか？
●大人のためのボランティア体験
●ドンちゃん・グリちゃんの自然展
●孤独・孤立に関するフォーラムに市長が出席No.1707

7/157/15
2021（令和3）年

発行／松戸市　編集／広報広聴課 
〒271－8588 松戸市根本387の5

047－366－1111（代表） 047－363－3200
https://www.city.matsudo.chiba.jp/

東京2020オリンピック

いよいよ7月23日㈷開幕！



ワクチン接種の予約スケジュールは変更になる場合があります
　国からのワクチンの供給量に応じて、随時予約スケジュールを変更しています。スケジュールの変更や予約枠の追加を行う場合は随時
お知らせしますので、下記の媒体などでご確認ください。

　最新の情報を掲載していま
す。接種券の再発行申請書な
どもダウンロードできます。

市公式ホームページ
　予約枠が追加された際に、
スマートフォンへプッシュ通
知でお知らせします。

Yahoo！防災速報

　市の公共施設に掲示します。
市ホームページでもダウン
ロードできます。

まつどニュース

ワクチン接種進捗状況　※7月7日終了時点。

　予約枠が追加された際に、
フォロワーにお知らせします。

市公式ツイッター

　予約枠が追加された際に、
Eメールでご案内します。

安全安心メール

　接種会場により、ワクチンのメーカーが異なる場合
があります。国や県、職場や学校など、市以外が運営
する接種会場で接種した場合は、2回目も同じ会場で
接種してください。

　12歳以上の小児を対象としたワクチン接種について、日本小児科医会は「保護者や本人への丁寧な
対応が可能な個別接種を基本とし、集団接種を行う場合は、リスクをできる限り軽減
するための対策と対応を十分に整備した上で実施すること」と提言しています。
　これを踏まえ、市では17歳以下のワクチン接種について以下の対応を行っています。
詳細は市ホームページをご覧ください。

☎03－6412－9326（有料）
043－224－8910

　専門的な知識を有する医師のバックアッ
プを受けた看護師などが相談に応じます。

　接種により発症や重症化は予防できますが、感染対策は続けましょう。

基本的な感染対策を続けましょう
マスクを正しく着用

●隙間を作らないように（鼻やあごを出さない）
●熱中症予防のため、屋外で人との距離が十分に取れる場合
は外しましょう
　※2歳未満の子は窒息や熱中症のリスクがあるためマスクは不要です。
●障害や病気などによりマスクをつけられない人へのご理解をお願いします
換気を徹底

●窓は2方向以上を開け、部屋中の空気が循環するようにしましょう
会話をするときは距離を取って、短時間で

●飛
ひ ま つ

沫を浴びる量・時間を少なくしましょう

市ホームページ

まつどニュース

安全安心メール

市公式
ツイッター

Yahoo!
防災速報

65歳以上 12歳以上64歳以下
接種券配布数 133,903人　　 320,899人　　

1回目接種数（接種率） 97,787人（73.03%） 10,996人（3.43%）

2回目接種数（接種率） 72,130人（53.87%） 0人（0.00%）

問健康福祉政策課☎704－0055ワクチンを接種した人も感染対策は必要です！

十分な免疫がつくのは2回目の接種を受けてから
1～2週間以降
　接種を受けたその日から「もう安心！」ではありません
接種できない人・まだ接種できていない人が多くいます
　接種した人から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分
かっていません
ワクチンの効果は100%ではありません
　変異株への効果を含め、感染を予防する効果はまだ十分に明らか
になっていません（接種後に感染した報告もあります）

17歳以下の接種予約は電話のみ受け付けます
　17歳以下に対応できる接種会場が限られるため、当面の間は予約サイトではなくコールセンターのみ
予約を受け付けます。基礎疾患がある人は、原則かかりつけ医で接種を受けてください。
松戸市ワクチン接種コールセンター 0120－684－389または☎050－5526－1081（有料）へ

（8時30分〜17時、土・日曜、祝・休日含む）※電話のかけ間違いにご注意ください。

16歳未満は原則保護者の同伴が必要です
　予診票の「被接種者又は保護者自署欄」は保護者が署名してください。

17歳以下のワクチン接種について
ワクチンの効果や
副反応などについて
保護者とよく相談し、
理解した上で接種を
受けてください 松戸市お知らせ

キャラクター
まつまつ市ホームページ

市以外が運営する接種会場で接種する場合は
2回目も同じ会場で

千葉県新型コロナワクチン副反応等
専門相談窓口（24時間対応）

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金のご案内
　新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯のう
ち、都道府県社会福祉協議会が実施する「総合支援資金の再貸付」
を受けた人などを対象に、一定の要件を満たす場
合に支援金が支給されます。
　詳細は市ホームページをご覧ください。
問松戸市生活困窮者自立支援金コールセンター
☎050－5050－1425（平日8時30分〜17時）
※かけ間違いにご注意ください。 市ホームページ

石
い し わ だ

和田二
じ ろ う

郎副市長が
就任しました

　山田副市長が6月30日に退任したことに伴い、令
和3年松戸市議会6月定例会で同意を得て、7月1日

付で石和田二郎氏が副市長に就任しました。任期は4年間です。
　石和田副市長は平成7年に建設省に入省後、熊本県企画課長、復興庁
企画官、国土交通省道路交通管理課長などを歴任しました。

問秘書課☎366－7303

2 広報まつど　2021（令和3）年7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。



7/22㈷・23㈷のごみ収集は通常通り
行います
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）

7/17㈯14時からの松戸都市計画の変
更に関する公聴会は、公述申出がなかっ
たため中止します
問都市計画課☎366－7372、公園緑
地課☎366－7380

7/30㈮で市川市コミュニティバス北国
分ルート（矢切駅～北国分駅）の実証
実験運行を終了します

　詳細は、市川市ホームペ
ージで問市川市交通計画課
☎047－712－6341

4月～6月の行方不明高齢者は､全て
発見されました

　4月8件、5月4件、6月0件でした。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

原爆被爆者に見舞金を支給します
受付期限 7/30㈮対7/1㈭現在市内に
居住し、住民基本台帳に登録されてい
て、被爆者健康手帳の交付を受けてい
る人金額年8,000円申申請書、被爆
者健康手帳の写し、申請者名義の金融
機関・口座番号・預金種別などを確
認できる物の写しを持参または郵送で
〒271－8588松戸市役所　地域福祉
課（☎366－3019）へ

臨時教職員候補者（講師）の説明会
日 8/6㈮9時30分から（9時15分から
受け付け）会鎌ケ谷市中央公民館内東
葛飾教育事務所管内（松戸市・柏市・
野田市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷
市）の小・中学校での勤務
を希望する人　※詳細は県
教育委員会ホームページを
ご覧ください問千葉県教
育庁東葛飾教育事務所管理
課☎361－2124

外国人初級日本語教室は2学期から火曜
日夜クラスの会場が文化ホール内国際
友好ルームに変わります

　新規受講生も募集します日 9/7～
12/9の週1回会文化ホール内国際友好
ルーム対15歳以上の外国人（中学生不
可）費1,000円（別途年会費1,000円）
申8/2㈪から、直接(公
財)松戸市国際交流協会
（☎366－7310）へ　※
詳細は同協会ホームペー
ジで

各種がん検診の看護師（会計年度任用
職員）募集　
勤務日数月5～10日程度（業務の無い月
あり）勤務時間 3～6時間程度勤務場所
市内各種検診会場業務内容各種がん検
診会場などでの看護師業務（問診など）
対市内医療機関に勤務していない看護
師募集人数若干名時給1,476円　※別途
交通費支給申8/13㈮までに、電話で健
康推進課健診班☎366－
7487へ
※詳細は市ホームページ
をご覧ください。

幼児健診の歯科衛生士（会計年度任用
職員）募集
勤務開始 8 月 勤務日数 平日月8日程度
勤務時間8時45分～16時30分（休憩時
間45分含む・半日勤務あり）勤務場所中
央・小金・常盤平各保健福祉センター
業務内容幼児健診など対市内医療機関
に勤務していない歯科衛生士募集人数
若干名時給1,381円　※別途交通費支
給申7/26㈪までに、電話で中央保健
福祉センター☎366－7489へ

介護予防事業の理学療法士（会計年度
任用職員）募集
勤務日数平日週4日勤務時間9時～17時
（休憩時間45分含む）業務内容高齢者
が集まる場でのフレイル予防の普及啓
発、個別の家庭訪問による保健指導な
ど募集人数 1人時給 1,460円　※別途
交通費問地域包括ケア推進課☎366－
7343

松戸市小・中学校各種作品展の受付ス
タッフ募集
勤務日 9/9㈭～12㈰、R4/1/19㈬～
23㈰、1/26㈬～30㈰各10時～18時
会文化ホール内理科作品展・書初展・
造形作品展会場の受け付け・案内・監
督など対市内在住の60歳未満募集人数
1人時給957円（別途交通費支給）申
7/21㈬までに、電話で指導課☎366－
7458へ

(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 費お問い合わせくださ
い問同センター☎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、Access、
マンション管理士・管理業務主任者費
お問い合わせください問同センター☎
349－3200

おもちゃの病院
日 7/27㈫10時30分～13時30分会小
金市民センター内おもちゃの無料修理
定先着20組　※電池代など、一部費用
が掛かる場合があります申電話で同セ
ンター☎343－8641へ

新松戸出張！NPO・市民活動よろず
相談室「パワポで簡単・オシャレに
作成したチラシをSNSなどでPRする
コツ」
日 7/27㈫13時30分～15時30分会新
松戸市民活動支援コーナー講まつど市
民活動サポートセンター長定先着15人
対ボランティア団体やNPOの運営に
関わっている人持Wi-Fiに接続でき、
パワーポイントが使えるノートパソコ
ン申電話またはEメールで同センター
☎365－5522、 hai_saposen@
matsudo-sc.comへ

造形講座「仏像の見分け方を学ぼう！｣
日 7/29㈭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）講日本画家・泉晴

せいこう

行
氏定先着10人持飲み物、虫よけスプ
レー申7/15㈭9時から、電話で社会教
育課☎366－7462へ

平和パネル・ポスター展①パネル展示
②オンライン版
日①8/2㈪～13㈮8時30分～17時
（平日のみ）②7/21㈬～8/15㈰会
①市役所1階連絡通路②市ホームペー
ジ内①原爆写真、サダコと折り鶴ポス
ター、ユニセフの活動、市出身知

ち ら ん

覧特
攻隊員遺書など②原爆写真、戦中・戦
後の物品資料など問総務課☎366－
7305

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
どの展示も行います日 8/13㈮10時～
10時30分〔雨天中止〕会栄町第2公園
（栄町4の231の1）定先着100人問
市民安全課☎366－7285

協働 父と子のお菓子づくり体験教室
～クレープ　ハニーレモンソース～
日 8/22㈰9時30分～12時15分会市
民会館内①お菓子づくり②父親の役割
について考えるワークショップ講①パ
ティシエ・笠井智子氏②新松戸フラっ
とパパ・横沼秀治氏対4歳以上の子と
父親定先着10組持エプロン、ハンド
タオル、布巾2枚申申し込み
フォームで問メゾン イザラ
おやつラボ＊テ ナチュレル・
笠井 izarra@orion.ocn.
ne.jp

やさしい韓国語入門～ハングルの文字
構成と発音方法から楽しく学びます
～〔全12回〕
日 9/4～11/20の㈯13時～14時30分
（10/30㈯を除く)、11/27㈯10時30
分～12時会国際友好ルーム講県立高
校韓国語講師・崔

チェヒョヨン

孝英氏対韓国語初心
者定先着15人費15,000円
（会員12,000円）申申し
込みフォームで問 (公財)
松戸市国際交流協会☎366
－7310

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　

市川市
ホームページ

県教育委員会
ホームページ

同協会
ホームページ

申し込み
フォーム

申し込み
フォーム

イベント

お知らせ

市ホームページ

　6月28日㈪に、八街市で酒気帯び運転により小学生を死傷させる痛まし
い事故が発生しました。
　飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。市民の皆さん
一人一人が「飲酒運転はしない・させない・許さない」と
いう強い意志を持ち、飲酒運転を根絶しましょう。

市民安全課☎366－7341

飲酒運転「しない！させない！許さない！」

大雨災害により被害を受けた方々にお見舞いを申し上げます
　静岡県熱海市で発生した
大規模な土砂災害により被
災 さ れ た 方 々 の 支 援 の た
め、地域福祉課で義援金を
受け付けています。皆さん
からの支援は、全額被災地
に送られます。
問地域福祉課☎366－3019

令和3年7月大雨災害静岡県義援金を受け付けています令和3年7月大雨災害静岡県義援金を受け付けています

※金融機関によっては、別途振込手数料が
掛かる場合があります。

郵
便
振
替

口座番号 00920－4－238696

口座名義 静岡県共同募金令和3年7月大雨災害義援金

受付期限 10月29日㈮まで

（社福）中央共同募金会（赤い羽根共同募金）（社福）中央共同募金会（赤い羽根共同募金）

 日程 地区 会場 傍聴申し込み先 締め切り日
①8/  3㈫ 小金原 小金原市民センター 小金原支所☎344－4151 7/28㈬②8/  3㈫ 馬橋西 馬橋市民センター 新松戸支所☎343－5111
③8/  4㈬ 東部 東部市民センター 東部支所☎392－3061 7/29㈭④8/  4㈬ 明第1 稔台市民センター

市民自治課☎366－7318⑤8/  5㈭ 明第2東 中央保健福祉センター 7/30㈮
⑥8/20㈮ 明第2西 古ケ崎市民センター 8/13㈮

地区意見交換会
　各地区で町会・自治会長の皆さんと市長が懇談します時間①③⑤10時から②④⑥
13時30分から申各締め切り日までに、電話で各傍聴申し込み先へ

入札監視委員会
日 7/21㈬9時30分から会市役所新館
5階市民サロン傍聴定員先着5人（9時
20分まで受け付け）問契約課☎366－
1151

博物館協議会
日 7/25㈰14時から会市立博物館実習
室傍聴定員先着4人（13時50分まで受
け付け）問同館☎384－8181

地域ケア会議
日 7/29㈭9時30分～11時30分会市役
所新館7階大会議室定先着5人（9時15
分から受け付け）問地域包括ケア推進
課☎366－7343

介護保険運営協議会
日7/29㈭14時から会市役所新館7階大
会議室傍聴定員先着5人（13時45分から
受け付け）問介護保険課☎366－4101

緑推進委員会
日 8/2㈪10時～12時会市役所新館5
階市民サロン傍聴定員先着3人（開会直
前まで受け付け）問みどりと花の課☎
366－7378

地域自立支援協議会
日 8/4㈬14時～16時会市役所新館7階
大会議室傍聴定員先着5人（13時45分
から受け付け）問障害福祉課☎366－
7348、 366－7613

※この他の9地区は、10月～11月に開催予定。 
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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）〕　

会議



　現在PARADISE AIRに滞在中の
アーティスト・倉

く ら し き

敷安
あ ー や

耶さん。松
戸駅周辺の町会自治会で構成する
「松戸まちづくり会議」の協力の
もと、これから数カ月をかけて、
松戸駅の南側にある宮ノ越地下歩
道に新たな壁画を描く予定です。
作品を制作する様子を見かけた際
は、温かく見守ってください。 

パラダイスエア
アーティストによる壁画制作がアーティストによる壁画制作が

始まります！始まります！

倉敷安耶氏

体験型オーナー農園で
野菜を育てませんか？要申込

　ほうれんそうなどの種まきから収穫まで、農家の指導を受けながら農作業
体験ができます。
日程種まき9月11日㈯・12日㈰　間引き等（予定）10月16日㈯・17日㈰
収穫（予定）11月上旬ごろ　時間11時から1時間程度　農園所在地紙敷
（東松戸駅下車）　募集区画先着20区画（申し込み多数の場合は希望通りの
区画数にならないことがあります）　費用1区画（1.5㎡）1,500円　※間引
き等以降の日程は、作物の生育状況により変更になる場合があります。

7月30日㈮〔消印有効〕までに、はがきに住所・氏名（ふりがな）・希望
区画数・希望種まき日・昼間連絡の取れる電話番号を記入して、〒271－
8588松戸市役所農政課内　松戸市都市農業振興協議会「体験型オーナー農
園」係（☎366－7328）へ

　読み聞かせのプログラムの組み立て方、絵本の選び方、絵本の読み方
を学びます。また、季節に合ったお薦めの絵本を紹介します。
日時9月30日㈭、10月28日㈭、11月25日㈭、12月23日㈭各11時～
12時　講師図書館おはなしボランティアコーディネーター・髙橋千尋氏
対象市内の小学校で絵本の読み聞かせボランティア活動をしているまた
はこれから始めたい市内在住・在勤の人　定員先着10人 　費用無料

8月31日㈫17時までに、ちば電子申請サービスで
�市立図書館☎365－5115

※受講にかかる通信費は各自負担です。

Zoom 開催 小学校での
絵本読み聞かせ準備講座〔全4回〕要申込

ちば電子申請
サービス

令和4年度実施分
市民活動助成制度の事業を募集します
　新たな活動の立ち上げや既存の活動をさらに発展させるための制
度です。
受付期間8月1日㈰～9月30日㈭
対象の活動団体が行う公益性の高い市民活動（1団体1事業）
申請対象者市内に事務所または活動場所があり、構成員が5人以上の
市民活動団体
助成部門スタート助成（10万円以内）、ステップアップ助成（30万
円以内）
※募集要項は市民自治課・まつど市民活動サポートセン

ターで配布する他、市ホームページからダウンロード
できます。

市民活動助成制度を活用
しませんか？

市民活動助成制度とは？ 
　市は、市民活動団体の夢・起業の夢・スポーツや文化活動
などの分野で頑張る子どもたちの夢を応援するさまざまな取
り組みをしています。
　市民活動助成制度は、まちを明るく元気にする市民活動に必

要な資金を一時的に助成する制度で、市民活動の活性化を図り、
豊かな地域社会をつくることを目的としています。資金不足で
活動を諦めていた人や活動しているけど資金不足で悩んでいる
人は、この制度を活用して思いを実現してみませんか。

市民活動をしているあなたに！
その活動を応援します！

市ホームページ

市民活動助成事業説明会 要申込

8月1日㈰10時～11時
会場市役所議会棟3階特別委員会室

電話またはEメールで同課☎366－7318、
mcshiminjichi@city.matsudo.chiba.jpへ

まつど市民活動サポートセンター主催講座 要申込
①「助成金を活用して活動をステップアップするコツ」
②相手に伝わり共感を生むための助成金プレゼン講座
①9月4日㈯②10月2日㈯各13時30分～16時30分
会場同センター　定員各先着30人

電話またはEメールで同センター☎365－5522、 hai_saposen@
matsudo-sc.comへ

　７月以降はハチの数が増えて巣も次第に大きくなるため、巣を駆除する際にハチが
多数飛散し、周辺の人にも危害を加える場合があります。また、駆除後も数日はハチ
が飛び回ったり、別の場所に巣を作ったりする可能性があります。
　自宅の周りでハチの巣を見つけた場合は、すぐやる課までご相談ください。
※ハチの種類、ハチの巣が作られやすい場所などの確認は市ホームページ

をご覧ください。

すぐやる課に駆除を依頼する際の注意
●高所など巣の場所によっては、駆除ができないことがあります
●駆除の際は巣がある場所の所有者または居住者からの連絡・立ち会いが必要です

すぐやる課☎366－7302ハチにご注意！

ハチに刺されたら
　慌てず、すぐに傷口から毒を絞り出して、傷口を水でよく洗い流し冷やしてくださ
い（口での吸い出しはしないでください）。
※めまいや吐き気、じんましんなどの症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診して

ください。

�市民自治課☎366－7318

松戸市協働の
まちづくり公式キャラクター・

芽でるくん・芽るるちゃん

年間のハチの巣駆除数と気温（令和2年度）
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　プロ仕様のハイスペックゲーミングパソコンを使って、マ
インクラフトを楽しもう！
日時8月21日㈯・22日㈰各10時～12時、13時～15時
会場ジェクサー・eスポーツステーションJR松戸駅店
講師同店スタッフ　対象市内在住・在学の小学生　持ち物本人確
認できる物（保険証など）　定員各10人（抽選）　費用無料

7月31日㈯までに、直接同店☎701－7531（10時～19時）へ
問文化観光国際課☎366－7327

夏休み企画

eeスポースポーツツ
体験教体験教室室 要申込   

プロ仕様の機材で体験

�(一社）P
ペ ア

AIR☎364－8832、文化観光国際課☎366－7327
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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。



申し込み
フォーム

　「まつど地域活躍塾」のプログラムの一つである、実地体験にのみ参
加するメンバーを募集します。地域で活躍するきっかけを見つけたい
人にお勧めです。

大人のためのボランティア体験 要申込

ステップ①
面談&マッチング
　コーディネーターと面談
し、希望プログラムとのマッ
チングを個別に実施します。

ステップ②
ボランティア体験
　地域の課題などに取り組む市民
活動・ボランティア団体・町会自
治会などでの活動体験を行います。

期間8月8日㈷～11月10日㈬の間で2カ所各2日以上推奨
対象市内在住・在勤・在学の18歳以上
定員20人　費用無料

体験期間中随時、申し込みフォームまたはFAX・メー
ルに件名「ボランティア体験の件」を記入して、申込
書をまつど市民活動サポートセンター 365－5636、

hai_saposen@matsudo-sc.com（☎365－5522）へ

地域での活動に興味があるけど
きっかけがないあなたへ

子ども食堂 里いも収穫体験
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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。

★

シドニー

キャンベラ

ホワイトホース
メルボルン

タスマニア島

アデレード

パース

オーストラリア

　5月12日㈬に松戸市とホワイトホース市は姉妹都市交流50
周年をお祝いしましたが、お祝いはまだ続いていますよ！今年
は、皆さんにオーストラリアの魅力を伝えるべく、イベントや
情報発信を予定しています！
　その一つとして、6月上旬に市内の小学3年～6年生20人が青
少年会館に集まり、オーストラリアの多様でユニークな動物を
モデルに、紙のお面を作る子ども向けワークショップが開催さ
れました。ワークショップの2日目には、埼玉県こども動物自
然公園の田中理恵子園長が、オンラインでオーストラリアの動

物の特徴や生態について、たくさんのことを教
えてくださいました。参加した子どもたちは、
コアラやカンガルーなどの素晴らしい動物を見
に行きたくなったと言っていました。彼らの好
奇心や興味が姉妹都市関係の今後の発展につな
がることを願っています。

お祝いはまだまだ続きます！
Matsudo and Whitehorse celebrated their sister city 
relationship last month on May 12, but that doesn,t 
mean the celebrations had to end there. For the rest 
of the year, Matsudo plans on holding some events to 
spread our love for Australia to everyone in Matsudo！
For example, in early June, I had the opportunity of 
holding an English arts － and － crafts workshop at the 
Youth Hall to teach 20 Matsudo elementary 3rd－6th 
year students about Whitehorse and the many kinds of 
unique animals one can find in Australia. It was a two－
day event where everyone worked hard to create paper 
animal masks of their favorite Australian animals. On the 2nd day, we even had the director of the Saitama 
Children,s Zoo, Ms. Rieko Tanaka, join us on online to teach us about the features and ecology of Australian 
fauna！
Even though none of the children had ever been to Australia before, many of them told me that they want 
to go to Australia now to see koalas, kangaroos, and other fascinating animals. Children are the future of our 
world, so I hope that their curiosity and appreciation for Australia can support our sister city relationship for 
many more years to come.

The Celebrations Are Not Over Yet！

ギテレス・ハビア

姉妹都市通信
問�文化観光国際課☎366－7327

vol.6

国際交流員ギテレス・ハビアが
姉妹都市交流を紹介します

2021年は
姉妹都市締結50周年！

私たちが作ったマスクを見て！かわいいマスクも
怖いマスクもあってすごいでしょ！
Look at the masks we made! Some are cute, 
some are scary, but they are all amazing!

親子で作るサマーウッドプレート
8月5日㈭9時30分～10時30分または11時～12時
講師フラワーアレンジメント教室m

マ ハ ロ

ahalo主宰・
比嘉恵氏　対象3歳以上の子と保護者　定員各先
着4組　持ち物持ち帰り袋　費用1,500円

矢
や ぐ る ま そ う

車草とプリザーブドフラワーの
夏の壁飾り（プティブーケ）
8月6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
持ち物工作用はさみ、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
7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

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

　戸定歴史館の特別展「幕府再興とパリ万博―1867・運命の転
換点」に合わせて、市立博物館で所蔵している渋沢栄一の書を公
開します。
会期8月31日㈫まで
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）
会場市立博物館常設展示室
観覧料一般310円、高校・大学生150円（20人以上団体料金あり）

同館☎384－8181

市立博物館で渋沢栄一関連資料
を特別公開します

渋沢栄一の書

　変化あさがお、大輪あさがおな
ど約100種類を展示します。
日時8月5日㈭～9日㉁各7時30分
～10時30分
会場金ケ作育

い く び ょ う ほ

苗圃（金ケ作246）

あさがお展
～たかが朝顔されど朝顔 多様な朝顔の世界～

講演会「日本の園芸文化と朝顔」要申込
8月8日㈷9時30分～10時30分
会場同育苗圃　講師千葉大学園芸学部客員教
授・賀

か く

来宏和氏　定員先着20人　費用500円
（資料代・あさがお6号鉢付き）

電話で（公財）松戸みどりと花の基金☎
710－2851へ

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室
同館☎368－1237

星空観望会 ペルセウス座流星群 要申込
8月14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

7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）。
※8月14日㈯は通常番組を休演します。



　新型コロナウイルスはいまだ猛威を振るっています。感染した場合の
症状は、発熱、倦

け ん た い

怠感、重症化した場合は肺炎などさまざまあります
が、口の中では味覚障害などの症状が見られることが報告されていま
す。口の中やその周囲でもウイルス感染による疾患が存在します。その
中でも比較的よく耳にするものをいくつか紹介します。

ヘルペス性口内炎単純性ヘルペスウイルスの初感染で、感染後4、5日を
経て発症しますが小児に多く見られます。症状として全身に発熱や倦怠
感が見られます。口の中では粘膜や歯肉、舌に水

す い ほ う

疱が多発することがあ
り、状況により自発痛や接触痛が強く生じます。時には顎の下にあるリ
ンパ節が腫れてしまうこともあります。
帯状疱疹子どものときに感染した水痘帯状疱疹（水ぼうそう）ウイルス
が神経の中に残っていて、体調不良など免疫力が低下したときなどにそ
れらが活性化し症状として現れます。神経が分布する領域に一致して発
疹が多発し、多くの水疱を形成することがあります。三

さ ん さ

叉神経支配領域
の顔面に好発し、かゆみや痛みなどの症状があります。

ヘルパンギーナコクサッキーウイルスA群による感染で、急性ウイルス咽
頭炎です。軟

な ん こ う が い

口蓋と言われる口の奥の柔らかい部分に発赤や水疱を形成し
ます。発熱や咽頭痛も生じます。それに伴う接触痛により食事・哺乳障害
が起こり、時には脱水症状を引き起こすこともあります。小児に多く見ら
れ、まれに大人にも見られます。
手足口病コウサッキーA16、あるいはエンテロウイルス71による感染で小
児に多く見られます。感染後数日の潜伏期間を経て口の中とその周囲、手、
足などに水疱が生じます。また発熱も伴い、主に夏に流行する傾向がありま
す。口の中に水疱が形成されると、痛みにより食事・哺乳障害が生じますの
で、水分や栄養補給には十分に注意しましょう。手足口病は子どもの病気と
言われがちですが、大人でも感染のリスクはありますので注意してください。

　この他にも、ウイルスによる感染症は存在します。日ごろからうがい・
手洗い・体調管理などには十分注意してください。
　新型コロナウイルスまん延の長期化により医療従事者、飲食、エンター
テインメント業界、その他多くの業界の方々、そして感染してしまった方
など、多くの人が苦しい思いをしています。徐々にワクチン接種が進んで
いますが、いまだまん延が続いている状態です。今後も皆で協力し、思い
やりを持った行動を心掛けましょう。

（公社）松戸歯科医師会 https://matsudo.cda.or.jp

口の中とその周囲のウイルス性疾患
歯を大切に 220歯丈夫 胃丈夫 大丈夫

健康で明るい未来のために

子どもの予防接種は「不要不急」ではありません
時期を遅らせずに受けましょう
　定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生やまん延を予防する
観点から、非常に重要です。特に乳幼児の予防接種を遅らせると、免疫
がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。定期予防接種
のスケジュールに沿って接種してください。
　各医療機関では時間や場所に配慮し、換気や消毒を行うなど感染防止
対策に努めています。受診前に医療機関に連絡し、接種可能な日時をご
確認ください。

健康推進課予防衛生班☎366－7484

「まつどの介護」の動画をYouTubeで紹介しています
　誰もが手軽に分かりやすく市の介護の情報を得られるよ
う、介護保険課公式YouTubeチャンネルを開設し、施設の
新型コロナウイルス対策の動画などを公開しました。今後
も新しい動画を投稿していきますので、ぜひご覧ください。

介護保険課☎366－4101

フレイル予防の取り組みをパネル展示やパンフレットで紹介
　「フレイル」とは、加齢とともに心身の機能が低下し、健康と要介護
の中間にある状態を言います。フレイル予防にはよく噛んでよく食べる
ことが大切です。お口の手入れ方法や簡単なフレイル予防レシピなどの
情報を展示します。
期間7月20日㈫～30日㈮（平日のみ）　会場市役所1階連絡通路

地域包括ケア推進課☎712－2403

認知症サポーター養成講座 要申込  
7月28日㈬14時～15時30分　会場小金市民センター
定員先着30人　費用無料

申し込みフォームまたは電話で小金高齢者いきいき
安心センター☎374－5221へ

【Zoom開催】オンライン認知症サポーター養成講座
要申込  
7月31日㈯10時～11時30分　定員先着30人　費用無料

7月25日㈰までに、Eメールで明第2西高齢者いきいき安心センター
info-houkatsu@eishunkai.or.jp（☎382－5707）へ

栄養士と作業療法士に学ぶ 認知症予防教室〔全2回〕
要申込  
①7月27日㈫②8月23日㈪各10時～12時　会場総合福祉会館　講師①
管理栄養士②作業療法士　対象2日間参加できるおおむね65歳以上
定員先着15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

介護者のつどい 要申込
①7月31日㈯13時～15時（途中入退場可）②8月5日㈭10時～11時
会場①古ケ崎市民センター（Zoomでの参加も可）②馬橋市民センター
対象介護をしているまたは経験のある人　定員各先着10人　費用無料
①電話またはEメールで明第2西高齢者いきいき安心センター☎382－

5707、 info-houkatsu@eishunkai.or.jpへ②電話で馬橋西高齢者いき
いき安心センター☎711－9430へ

【Zoom開催】新型コロナ公開講座～市民ができる感染症
対策とワクチンへの疑問について医師が分かりやすく解説
します～ 要申込  
8月1日㈰14時～15時30分　定員先着500人　費用無料
（一社）松戸市医師会 松戸市在宅医療・介護連携支援セン

ターホームページで

元気アップ教室（介護予防体操教室）要申込  
8月4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

7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

同センター☎382－5707（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〔各全3回〕要申込  
①9月28日㈫、10月18日㈪、令和4年1月25日㈫②10月4日㈪・25日
㈪、令和4年1月25日㈫各9時30分～11時30分　会場①ふれあい22②松
飛台市民センター　内容認知症と認知症予防の講義、ウォーキングの実践
対象各3日間参加できる市内在住の65歳以上　定員①②各先着40人
費用無料

電話で五香松飛台高齢者いきいき安心センター☎385－3957へ

まつど健康マイレージ付与 …

同課公式
YouTube
チャンネル

申し込み
フォーム

同センター
ホームページ
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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 直接お問い合わせください

精神保健
福祉相談

こころの健康相談 8/5 ㈭・16 ㈪
各14:00 ～ 16:00

酒害相談 8/19 ㈭ 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  ルールを守って楽しい花火!!

花火で遊ぶときは使用方法を守りけがや火事に注意しましょう
遊ぶ前に確認●風の強い日や燃えやすい物がある場所で遊ばない
●後片付け用に水が入ったバケツを用意する
遊び方●大人と一緒に遊ぶ　●他の人の迷惑になる時間と場所では遊ばない
●正しい位置・方法で点火する　●たくさんの花火を持って火をつけない
●手持ちの筒型花火は持つ位置に注意する　●花火をほぐさない
●花火を人や建物に向けない　●花火の先に顔や手を出したり、
のぞき込んだりしない　●アルコール消毒後の花火は行わない

※アルコール消毒使用方法に関する動画を公開しています。市公
式YouTubeチャンネル「まっちゃんねる」をご覧ください。

予防課☎363－1114

まっちゃんねる
「アルコール　使用方法

気を付けて」



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8/22㈰まで　会場企画展
示室　費用無料
◆渋沢栄一関連資料の特別公開
会期8/31㈫まで　会場常設展
示室　※詳細は5面。

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、
同館指定管理者ホームページを
ご覧ください。

　7/15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（9/21
㈫～10/12㈫）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

◆幕府再興とパリ万博－1867・
運命の転換点
10/31㈰まで

※みどりの相談室は、水・土・日曜
と祝日（8/11㈬～15㈰を除く）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。

◆昆虫と植物の関わりを学ぼう
8/28㈯10時30分～12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

電話による申込制。7/20㈫9時から電
話でパークセンターへ（9時～17時）

※8/1㈰まで、千葉県の新型コ
ロナワクチン集団接種会場とし
て使用中です。

文化ホールギャラリー
☎367−7810

戸定歴史館
☎362−2050

磨いて勾玉を作る　対象小学生
とその保護者　※材料は児童1
人分｡　定員各4組（抽選)　費用
無料　申7/29㈭〔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､「8/7勾玉づく
り」へ
◆吾妻鏡を読む〔全5回〕
日時9/2㈭・16㈭、10/1㈮・
14㈭・28㈭各18時30分～20
時30分　会場ゆうまつど　講
師同館学芸員　定員15人（抽
選)　費用無料　申8/19㈭〔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、
「吾妻鏡を読む」係へ
◆博物館でアート 中学生以上
の部
　古代の文様について学び、色
鉛筆でカラフルな文様をデザイ
ンします　日時8/21㈯13時
30分～15時30分　会場実習室
講師同館学習支援専門員　定員
12人（抽選)　持ち物色えんぴ
つ（12色以上)、筆記用具　費
用無料　申8/12㈭〔必着〕ま
でに、当館ホームページまたは
往復はがきに郵便番号・住所・

◆博物館アワード作品募集
テーマ日本の歴史上の人物・遺
物・遺跡（史跡)・祭りや芸能
など　対象小・中学生　募集部
門イラストレーション、自由研
究（レポート、新聞、工作な
ど) 応募期間9/1㈬～17㈮〔必
着〕 審査結果11月上旬に同館
ホームページで発表　表彰式
12/12㈰　作品展示入賞作品を
12/4㈯～19㈰に同館で展示
申詳細は同館ホームページを
ご覧ください
◆子ども体験教室「親も楽し
む勾

まがたま

玉づくり」
8/7㈯10時～11時、13時30分
～14時30分　会場実習室　講師
同館学芸員　内容軟らかい石を

参加者氏名（ふりがな)・学年・
電話番号・返信用宛名を記入し
て、｢博物館でアート（中学生以
上の部）」係へ

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　
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

●健康マージャン教室
日7/17㈯・24㈯・31㈯各①10時10分
～11時40分②12時～15時会松戸駅西
口周辺の麻雀店対①初心者②経験者費
②のみ2,000円申各前日までに、電話
で健康マージャンサークル笑

えごころ

心・鈴木
☎080－5888－8624へ
◆川村学園女子大学公開講座「思春期
を乗りきるための心理学」（Zoom開催）
日7/18㈰13時30分～16時10分定先
着50人申同大学ホームページで問同
大学心理相談センター長・簑

みのした

下☎04－
7183－7165
◆川柳のやさしい作り方
日7/27㈫13時～15時会稔台市民セン
ター定先着15人費500円申電話で川
柳けやきの会・二木☎080－2377－
1006へ
●夏休みこどもエコ教室
日①7/31㈯②8/7㈯各10時～12時30

分会馬橋市民センター内①紙の面白い
ひみつ！ケナフで紙すき体験②コロナ
に役立つ廃油から作ったオリジナル石
けん持筆記用具、飲み物申7/28㈬ま
でに、電話でアースコン・マツド・川
上☎080－3315－5231へ
◆松戸子育てカレッジ「子育て広場 お
やこで“ゆるりん”」
日8/6㈮・20㈮・27㈮・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
新情報は同大学知財戦略課ホームページ
をご覧ください
◆高校生の保育士サマー体験～あなた
も保育の感動体験をしてみませんか？～
日8/17㈫10時～11時30分、8/18㈬9
時30分～12時、8/19㈭9時30分～15
時30分、8/20㈮9時30分～11時30分
会野菊野こども園定各先着5人程度申

電話で同園・皆藤☎365－8385へ
◆援農インターン
日8月～9月の間で1回当たり約3時間
（1回目は8/2㈪13時30分から、JAと
うかつ中央松戸経済センターで)　※1・
2・8週目以外の活動日は希望日を選択

可内農作業を通じて市内の農業への理
解を深める対週1回以上、計8回以上参
加できる大学生　※8回以上の参加で
修了証授与申7/24㈯までに、電話で
野良の会代表・笹山☎090－6091－
4506へ

　　　

　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～16時45分　内容水風
船バトル他　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　
●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・休日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（7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13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（7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 6日㈮～8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・金・土曜、祝・休日（2日㈪
を除く）10時30分～17時30分　内容折り紙教
室、スライム作り他　対象18歳未満とその保護者
科学館21日㈯14時30分から、15時30分から
（要予約）
●樋野口こども館☎393－8415
開館日・時間 月・水曜（23日㈪を除く）、土・日曜、
祝・休日10時30分～17時30分　対象18歳未満と
その保護者　※小学生はよいこのチャイムまで｡
中高生世代の時間（HAPS）第2・第4水曜17時
～19時　子育て相談2日㈪　アートアートDAY7
日㈯　樋野口こども館なつまつり9日㉁、11日
㈬、14日㈯～16日㈪、18日㈬　おはなし会14日
㈯11時～11時30分　わくわくDAY21日㈯

8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

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
※7/18㈰を除く。

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）

8
月

石の声～沖縄戦マラリア地獄の記憶
～（アニメ）（24分）

土日祝のキッズシアター
(土・日曜、祝日）13:15
※7/18㈰、7/24㈯を除

く。

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）

8
月

アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
「味噌買い橋、猫

ねこだんか

檀家、鳥呑
の

み爺さん」
（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

●和名ケ谷レディースバドミントンクラブ
日㈬9時30分～13時会運動公園体育
館他対女性費月1,500円問佐々木☎
365－6712
●拳気会（太極拳）
日㈫15時～17時会小金原体育館費月
3,000円定先着10人問秋山☎090－
9372－6172
●松飛台囲碁クラブ
日㈬㈭㈯㈰13時～17時会松飛台市民
センター費半年5,000円（女性・学生

3,000円）問川村☎386－1424（昼
間のみ）
●ファミリー・フォト・グルッペ（写真）
日第2㈰13時～17時会小金原市民セン
ター持写真（課題・自由各2Lサイズプ
リント3点以内）費月1,000円問樋口
☎080－6581－0305（昼間のみ）
●常盤平社交ダンスサークル
日第2～4㈪14時～16時会常盤平市民
センター費月2,000円 1,000円問芝間
☎385－6214

会 員 募 集
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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!

5月8日に入籍しました。
二人で力を合わせて温かい
家庭を築いていけるよう
頑張ります！

玉
た ま い

井亜
あ ぐ り

久里さん・瑞
み ず ほ

穂さん

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。

問市立図書館☎365－5115

問子ども政策課☎704－4007

松戸っ子おすすめ本P
ポ ッ プ

OP作品コンクール 要申込

　小・中学生の皆さん、POPを使って自分のお薦めの本を
紹介してください。すてきな作品の応募をお待ちしています。
応募期間8月3日㈫～9月29日㈬〔必着〕　対象市内在住・
在学の小・中学生　大きさ148mm×210mm（A5判） 
まで（角をカットするなど形は自由）　材質紙画用紙程度
の厚みのある紙　画材自由　本の紹介字数制限なし

詳細は同館ホームページや同館に設置のチラシをご覧
ください

　6月24日㈭、内閣官房が主催する
「子育て」をテーマとした孤独・孤立
に関するフォーラムが総理官邸で開催
されました。
　新型コロナウイルスの影響により深
刻化している孤独や孤立の問題につい
て、NPO法人など関係団体から実態や

対策について意見を聞く場として実施されたこのフォーラムで、本郷谷市長は
本市が東京への通勤に便利な立地であることから若い世代の住民が多く、子育
て施策を重視してきたことに触れた上で、妊産婦への支援、ひとり親への支援、
身近な場所での居場所づくりの3つが重要であると説明。「子
育て」が「孤育て」にならないよう、社会みんなで支え合う
ことが必要であると発信しました。市ホームページでも動画
で報告していますので、ご覧ください。

※①②③は各自材料の用意が必要。
8月7日㈯17時までに、同館ホームページに掲載の

ちば電子申請サービスで
昨年度中学生の部・

最優秀作品

フォーラムに出席する市長（中央奥）

昨年度小学生の部・
最優秀賞作品

同館ホームページ
「子ども・本まつり開催 

のお知らせ」

同館ホームページ
「松戸っ子おすすめ本
POP作品コンクール」

市ホームページ

夏休みは本を読もう！
子ども・本まつり　8月29日㈰まで
各9時30分～17時（月曜、7月30日㈮、8月10日㈫を除く）※8月9日㉁は開館します。　費用無料

オンライン講座

企画展示

開催方法 講座 日時 対象

Zoom

①朝顔の壁飾りとエコとんぼ作り 8/20㈮ 10:00～11:00 小学1・2年生
②「親子で楽しむ図書館ミニ工作講座」

かんたん工作とおすすめ本の紹介 8/21㈯ 11:00～11:40 小学3年～6年生

③親子でおはなしを楽しもう！（パネル
シアターや手遊び） 8/24㈫ 11:00～11:40 乳幼児と保護者

YouTube ④中学生の勉強法（勉強のコツ・受験勉
強の仕方など）

8/21㈯ 9:00～
9/11㈯ 16:00

中学生と
その保護者

要申込

国の「孤独・孤立に関するフォーラム」に
市長が自治体の代表として出席しました

●雨天の場合、内容変更あり　♥小学生以下保護者同伴 ♥小学生以下保護者同伴

7月22日㈷～8月22日㈰
各9時～16時
会場21世紀の森と広場パークセンター
　昨年度は中止になってしまった自然展ですが、今
年度は園内探検や俳句作りなど装いを新たに開催し
ます。自由研究を公園でするもよし、思い出作りを
するもよし、公園で貴重な体験をしてみませんか。
問同センター☎345－8900

時間10時30分から、13時30分から（⑯のみ14時30分から）
対象⑩⑬⑯どなたでも（小学生未満保護者同伴）⑪小学4年生
以上⑫⑭小学生⑮小学3年生以上　定員各先着⑩⑫⑬⑮⑯10人
⑪⑭15人　費用無料

当日9時からパークセンターで

催し物名 日程
⑩ニイニイゼミを探そう！ 7/22㈷
⑪鳥笛を作ってみよう 7/30㈮
⑫目指せ昆虫博士！たくさんの種類の昆虫を探そう 8/14㈯
⑬ひっつき虫を探そう！〔雨天中止〕 8/16㈪
⑭鳥がガラスにぶつからない様に「バードセーバー」を

作ろう＆牛乳パックを使った鳥の餌台作り♥ 8/18㈬

⑮入門メダカのボトル飼育 8/19㈭
⑯じゃぶじゃぶ池探検隊、集まれ～！〔雨天中止〕 8/20㈮

体験講座 要申込

催し物名 日時 定員（先着）
①夜のいきもの観察会 1 ●♥ 7/25㈰18:00 ～ 20:00 15人
②夏休みの自由研究ノート作り♥

森を探検して樹木博士ちゃんに
なろう！〔小雨決行〕

8/ 1㈰10:00 ～ 14:00 15人

③夜のいきもの観察会 2 ●♥ 8/ 1㈰18:00 ～ 20:00 15人
④竹ひごで作る風車♥ 8/ 5㈭10:00 ～ 12:00 15人
⑤夏のトンボ観察会● 8/ 7㈯10:00 ～ 12:00 15人
⑥アイの葉でたたき染めをしよう♥ 8/12㈭13:00から、15:00から 各15人

⑦水鉄砲をつくって遊ぼう♥ 8/17㈫11:00から、13:30から、
14:30から

各先着4家族
（1家族3人まで）

⑧ネイチャーゲームでSDGsを
楽しく学ぼう！〔小雨決行〕♥

8/21㈯ 9:30 ～ 10:30、
11:00 ～ 12:00 各12人

⑨ひょうたんの和紙ばり 8/22㈰13:00から、14:30から 各15人

催し物 要申込

ドンちゃん・グリちゃんのドンちゃん・グリちゃんの

20212021 〜〜森のともだち大発見！森のともだち大発見！〜〜

対象①③④⑤⑨どなたでも②小学3年生以上⑥⑦小学生
⑧4歳以上（⑤⑨は小学3年生以下保護者同伴）　
費用①②③⑤⑦⑨無料④200円⑥150円⑧200円
⑨は当日9時からパークセンター前で。その他は、7月

20日㈫9時から、電話で同センター☎345－8900または
☎346－0121へ
※7月20日㈫は、窓口での申し込みはできません。

夏休み
自然探検！

7月21日㈬～8月20日㈮
7時開園・18時30分閉園
8月21日㈯～31日㈫
7時開園・17時閉園
※開園時間内は各駐車場も利用できます。詳細

は市ホームページをご覧ください。問同広場管理事務所☎345－8900

21世紀の森と
広場の開園時間を
延長します

●子ども読書推進センター特設コーナー「エリック・カールの世界」「自由研究のヒント」
●図書館本館1階特設コーナー「SDGs～持続可能な世界について図書館で考えよう～」

市ホームページ

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
2021.7.15
（令和3年）
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