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●知ってほしい！里親制度のこと
●新松戸中央公園の再整備に向けたワークショップ
●12月4日㈯～10日㈮は人権週間
●松戸クリスマス音楽祭
●羽賀選手、佐々木選手が松戸市を表敬訪問No.1716

11/111/1
2021（令和3）年

見逃さないで見逃さないで虐待虐待ののサインサイン
11月は児童虐待防止推進月間
　虐待から子どもを守るためには、周囲の皆さんの気付きがとても大切になります。
児童虐待の早期発見・早期対応は、子どもと保護者を救う第一歩となります。子ど
もや保護者などから発せられる虐待のサインに気付いたら、ためらわずにご連絡く
ださい。連絡内容に関する秘密は守られ、匿名での連絡も可能です。

　令和2年度に市に通報された児童虐待相談受付件
数は大幅に増加しています。
　コロナ禍における生活環境の変化は、子どもも
大人も不安やストレスを抱えやすく、児童虐待に
つながるリスクが高まっていると言われています。

　コロナ禍による生活不安など
から、DVなどの増加・深刻化
も懸念されています。夫婦や
パートナーなど親密な関係にあ
る人からの暴力や暴言、生活費
を渡してくれないなどの問題で
悩んでいたら、一人で悩まずに
相談してください。

子どもの目の前でDVが行われること（面前DV）は心理的虐待です
　親や保護者のDVを子どもが目撃することは、子どもの心にさまざまな影響をもたらします。
家庭が子どもにとって安心できる場所でなくなり、親からの関心が向かないことで子どもに必要な
養育が不足してしまう危険性もあります。

保護者のサイン保護者のサイン
●子どもを放置したまま、頻繁に外出している
●子どもの傷やアザに対して、不自然な説明
をする

●子どもへの態度や言葉が拒否的、無関心
●子どもの扱いが乱暴
●自分の思い通りにならないと体罰をしよう
とする

●きょうだいに対して差別的な対応をする

家庭からのサイン家庭からのサイン
●日常的に子どもの悲鳴などが聞こえる
●夫婦関係が悪い、怒鳴り声やたたく
音などが聞こえる

●家の中や周辺にごみが散乱している
●育児について相談する相手がなく、
孤立している

子どものサイン子どものサイン
●夜遅くまで一人で家の外にいる、家に
帰りたがらない

●極端に痩せている
●季節はずれの服装をしている
●いつも服や身体が汚れている
●表情が乏しい
●ひどく落ち着きがない
●食事に異常な執着を示す
●大人の代わりにいつも家族の世話を
している

●子ども家庭相談課☎366－3955
●松戸保健所（千葉県松戸健康福祉センター）☎361－6651
●千葉県女性サポートセンター☎043－206－8002
●DV相談ナビ☎＃8

は れ れ ば

008
●DV相談＋

プラス

0120－279－889　※Eメール、チャットによる相談も
できます。詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

DV（ドメスティック・バイオレンス）は犯罪行為を含む重大な人権侵害です
11月12日㈮～25日㈭は
女性に対する暴力をなくす運動の
実施期間

DVに関する連絡・相談先　身に危険が迫っている時は、110番または最寄りの警察署へ！
平日

9時～17時

24時間
365日対応 内閣府

ホームページ

　オレンジリボンには子どもへの虐待防止、パープルリボンには女性への暴力根絶の
メッセージが込められています。
期間11月22日㈪～26日㈮　会場市役所本館１階連絡通路
内容パネルの掲示や相談カードなどの配布

平成30年度

828 件 970件
1,317件

令和元年度 令和2年度

児童虐待相談受付件数（市内）

●子ども家庭相談課（家庭児童相談）☎366－3941
mckodomosoudan@city.matsudo.chiba.jp

●千葉県柏児童相談所☎04－7131－7175
平日

9時～17時

●児童相談所全国共通ダイヤル☎1
いちはやく

89
●子ども家庭110番☎043－252－1152
※市内全域の小学生・中学生・高校生に「こども相談カー

ド」を配布し、子どもからの相談にも対応しています。

24時間
365日
対応

虐待に関する通報・連絡・相談　※緊急時は迷わず110番を！

問子ども家庭相談課☎366－3941、 366－3901、 mckodomosoudan@city.matsudo.chiba.jp

気付いて！気付いて！虐待虐待ののサインサイン
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　里親制度とは、さまざまな事情により家庭で生活するこ
とができない子どもたちを自分の家庭に受け入れて養育す
ることです。里親経験者の話を聞いて、「地域全体で子ど
もを育てる」ということを一緒に考えてみませんか。

配信開始11月15日㈪
講師東洋英和女学院大学人間科学部
非常勤講師・櫻井奈津子氏、千葉県
里親会会長・岩橋泉氏
費用無料

　家庭での育児が困難なときに、お子さんを一時的に預けることができる制度です。

地域が子どもを育む、里親さんから学ぼう

子育て講演会

子ども家庭相談課☎366－3941

子ども家庭相談課☎366－3941

櫻井奈津子氏 市ホームページ

利用施設①～④児童養護施設晴香園①③⑤さわらびドリームこども園
対象1歳～17歳
利用料金自己負担あり（生活保護世帯は無料）
※利用には事前申し込みと面接が必要です。
詳細は同課にお問い合わせください。

こどもショートステイのご案内こどもショートステイのご案内
知ってほしい！里親制度のこと知ってほしい！里親制度のこと

　寒くなるにつれて窓を開けることが少なくなり、新型コロナウイルス感染
症の感染予防策として重要な換気を行いにくくなってきます。
　店舗で効果的な換気を行うために、換気状況の目安となる二酸化炭素濃度
をCO2モニターを使用して測定し、十分な換気を行いましょう。

　CO2モニターを見える位置に設置し、対策を徹
底しているお店としてお客様への注意喚起に活用
しています。CO2濃度をお客様に見せることで
安心してもらえ、感染対策にも協力してくれるよ
うになりました。従業員も安心して働いてくれています。購入前にモニ
ターの選び方や換気方法の解説動画を見て参考にしました。

対象令和3年4月1日㈭～11月30日㈫の間に購入したもの
助成額購入に要した費用（消費税含む）　※1店舗当た
り（1台）2万2千円が上限。詳細は市ホームページで。

飲食店での効果的な換気方法を掲載しています
　店舗の換気やCO2モニターの設置場所など、感染対策
の参考にしてください。詳細は市ホームページをご覧く
ださい。

請願・陳情の提出期限11月18日㈭12時
開議予定時刻10時　

　障害のある人が重度化や高齢化したり、家族など身の回りの世話をしてくれる人がいなく
なった後でも、住み慣れた地域で安心して生活していくためのサポート体制（地域生活支援拠
点等）が10月から始まりました。

問議事調査課☎366－7382

12月定例市議会
開催予定

期日 会議予定 主な内容

11/30㈫ 招集日・本会議 議案の提案理
由説明

12/1㈬
～3㈮ 本会議

一般質問

6㈪ 一般質問・議
案質疑

8㈬ 総務財務常任委員会

議案等の審査9㈭ 健康福祉常任委員会
10㈮ 教育環境常任委員会
13㈪ 建設経済常任委員会

15㈬ 本会議 議案等の採決

※新型コロナウイルス感染症対策などのため日程
が変更になる場合があります。 市ホームページ

二酸化炭素濃度測定器
（CO2モニター）の購入費用を
助成しています

効果的な
換気方法について

健康福祉政策課☎704－0055

予約枠は随時追加して
います

　新型コロナワクチン接種の予約枠を追加する際は、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。
�松戸市ワクチン接種コールセンター
0120－684－389、☎050－5526－1081（有料）

　当日、無断キャンセルする人が増えています。職域接種などで市
の集団接種会場を利用しない場合は、必ず予約のキャンセルをして
ください。

市ホームページ 安全安心メール Yahoo!防災速報

CO2モニター
購入費用助成制度

キャンセル方法

飲食店
対象

ワクチン
予約サイト予約サイトから

4日以上前
の場合

コールセンターから
松戸市ワクチン接種コールセンター
0120－684－389（土・日曜、祝・休日含む）

3日以内の
場合

●障害の種類や程度、生活環境に応じて、緊急時を含めたサービスの相談や調整
●自立に向けて、施設や家庭からグループホーム・一人暮らしなどへ生活の場を移行するための
共同生活や就労の体験

こんな支援が受けられます

　事前に登録することで、家族や介護者の急病などの緊急時に自宅での生活が難しくなった場合
に、緊急一時保護コーディネーターが短期入所などの適切なサービスを受けられるよう支援します。
対象市内在住で原則家族などと同居している人のうち、緊急時の生活に不安があり以下のいず
れかに当てはまる人
●身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳がある　●発達障害がある
●診断書による認定で障害福祉サービス・障害児通所支援が利用できる
●指定難病など障害者総合支援法の対象疾病にり患している
事前登録相談先相談支援専門員またはお住まいの地域の基幹相談支援センターへ
※緊急で短期入所などを利用した場合、宿泊料などの自己負担が発生します。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

障害がある人の緊急時の受け入れ

YouTube
配信

接種が終わっても接種券は保管してください
　ワクチン接種券（クーポン券）台紙の右側に記載された「予防接種
済証（臨時）」は、ワクチン接種を終えた証となりますので、大切に
保管してください。

障害がある人の生活を障害がある人の生活を地域全体地域全体で支えますで支えます
問障害福祉課☎366－7348

助成制度を利用した店舗の声

①ショートステイ（宿泊）
　疾病や育児疲れ、出産、看護、冠婚
葬祭、出張、学校行事への参加など
で一時的に養育ができない場合など
（利用日数は施設により異なります）

②日帰り養護（7時～18時）
　仕事などにより、日中における養
育が一時的にできない場合など

③夜間養護（トワイライトステイ）
　恒常的な残業などにより、帰宅
が遅い場合など

※時間は施設により異なります。
④休日養護（7時～18時）
⑤土曜日養護（7時～21時）
　土曜・休日業務などにより、養
育ができない場合など

利用内容・利用時間

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。

接種予約のキャンセルは必ず連絡を！
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松戸シティガイド新会員募集説明会 要申込

　戸定邸、千葉大学園芸学部洋風庭園、松戸宿・小金宿・矢切地区の文化・旧跡
などのボランティアガイドをしてみませんか。説明会を開催しますのでぜひご参
加ください。詳細は松戸シティガイドホームページをご覧ください。
説明会11月13日㈯10時～11時30分
会場松戸観光案内所（松戸駅下車）　費用無料

11月10日㈬までに、FAXまたはEメールに氏名と電話番号、FAX番号またはメールアドレ
スを記入して、松戸シティガイド事務局 413－0401、 m.2021guide@outlook.jpへ
同事務局☎090－4386－3534

入会希望者は講習会〔全4回〕を
受講してください

日時11月21日㈰・27日㈯、12月4日㈯・11
日㈯各10時～15時
費用1,500円

詳細は入会説明会で　

同ホームページ

　世界中で医療支援活
動を続ける医師・桑山
紀彦氏が、紛争・災害・
貧困の中で生きる人々
の姿を映像と音楽と語
りで伝えます。
日時11月28日㈰13時
～15時30分（12時30
分開場）
会場市民劇場ホール　定員先着130人
費用無料
※マスク着用などの感染症対策にご協

力ください。
※市の平和事業は平和基金を活用して

実施しています。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

総務課☎366－7305
平和の集い平和の集い

地球のステージ地球のステージ

桑山紀彦氏

国民健康保険課専用
コールセンター☎712－014111月は『ちば国保月間』11月は『ちば国保月間』

国民健康保険料のお支払いは納期限までに
●保険料の納付が困難な場合はご相談を

毎月最終木曜は、同課相談窓口を20時まで開設しています
●保険料のお支払いは原則口座振替です

手続き方法などの詳細は、市ホームページをご覧ください
●納付済確認書を１月下旬に発送予定です

それ以前に年末調整などで必要な場合は、お問い合わせください

国民健康保険の届け出は確実に
届け出できる窓口同課または各支所

健康診査はお済みですか？
　35歳以上の国民健康保険加入者を対象に、健康診査を無料で実施しています。対象者には
受診券（黄色の封筒）を送付しています。

　「まつどみらいカイギ」は、自分たちが実現したい新しい暮らし
を生み出す対話イベントです。自分が話したいテーマを選んで話し
合っていきます。「これやってみたい！！」というグッドアイデアが
生まれたグループは、サポセンが実現に向けてサポートします。

12月4日㈯13時30分～16時30分
テーマSDGs、地域共生社会、地域での子育てなど

12月2日㈭までに、申し込みフォームで

松戸を盛り上げるアイデアを提案したいプレゼンター募集
　みらいカイギの当日にアイデアを提案してくれるプレゼンターを
募集します（5人）。1人5分程度で、パワーポイントなどの資料を
使ってプレゼンしていただきます。

11月15日㈪までに、申し込みフォームで

Zoom体験会
　Zoomによるオンライン参加が心配な人に向けて、体験会を開催
します。
日時11月20日㈯・26日㈮、12月4日㈯各13時～13時30分
会場同センターまたはオンライン

電話またはEメールで同センターへ

問公園緑地課☎366－7380問まつど市民活動サポートセンター☎365－5522
hai_saposen@matsudo-sc.com

新松戸中央公園の再整備に向けて新松戸中央公園の再整備に向けて
ワークショップワークショップ〔全3回〕〔全3回〕をを

開催します開催します

市ホームページ

　市では、同公園を新松戸地域の核となる公園として位置付け、リニュー
アルを予定しています。その方針を作成するため、地域の皆さんと同公園
の現状や今後について話し合う場として、ワークショップを開催します。

時間各13時～16時
対象同公園を普段から利用しているまたは同公園の近隣（新松戸3～6丁
目、新松戸南2丁目）在住の小学生以上（小学生は要保護者同伴）　
定員10人程度（抽選）

11月22日㈪〔必着〕までに、電話または郵送・FAX・Eメールに氏名・
年齢・性別・住所・電話番号・メールアドレス・職種（任意）を記入して、
〒271－8588松戸市役所　公園緑地課☎366－7380、 704－3993、

mckouen@city.matsudo.chiba.jpへ
※申し込みは1件につき1人まで。小学生が申し込む場合

に限り、親子合わせて2人まで申し込めます。
※参加申込書は市ホームページからダウンロードできます。

要申込

第1回  12月19日㈰
会場市民交流会館
内容公園の説明やアンケート調査結果の報告、
意見交換
第2回  令和4年1月29日㈯
会場新松戸市民センター
内容公園の将来像や利用方法についての意見交換
第3回  2月26日㈯
会場新松戸市民センター
内容公園の再整備案を作成、快適に利用するための意見交換
※原則、3回全ての参加をお願いします。

市ホームページ

まつどみらいカイギ
申し込みフォーム

プレゼンター
申し込みフォーム

市ホームページ

Zoom
開催

●会社に就職した人（他の健康保険に加入）
国民健康保険と職場の両方の保険証を持って窓口へ

●会社を退職した人（他の保険をやめて国民健康保険に加入）
健康保険の資格喪失証明書と本人確認書類を持って窓口へ

届け出漏れの
多い事例

松戸を手づくりで面白くしよう！松戸を手づくりで面白くしよう！ 要申込

昨年のまつどみらいカイギの様子
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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）〕　



　令和4年2月1日からごみの分別区分の一部変更に伴
い、地域の団体やグループで説明会などを開催すると
きに市の職員を派遣します。資料配布のみにも対応し
ますので、希望する団体などは同課までお問い合わせ
ください。　
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、派遣で

きない場合があります。

　令和2年中の火災件数は102件で、そのうち約7割が建物火災です。空気の乾燥、暖房器具
の使用など、火災が発生しやすい時季を迎えます。地域や家庭で火災予防に努めましょう。

　青少年相談員は、子どもたちとスポーツや野外活動、手芸などのさまざまな体験活動を通じて青少年の
健全育成の担い手として活動するボランティアです。
委嘱期間令和4年4月1日〜令和7年3月31日（3年間）
対象令和4年4月1日時点で20歳〜55歳

11月30日㈫までに、FAXまたはEメールで申込書を同課 366－7473、
mckowaka@city.matsudo.chiba.jpへ

※申込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

青少年相談員を青少年相談員を
募集します募集します

子どもわかもの課☎366－7464

一緒に活動しませんか一緒に活動しませんか

新聞の定期購読をしていない世帯で「広報まつど」の配布を希望する人は、無料の宅配サービスをお申し込みください。

4つの習慣
●寝たばこは絶対にしない、させない
●ストーブの周りに燃えやすいものを

置かない
●こんろを使うときは火のそばを離れない
●コンセントはほこりを清掃し、不必

要なプラグは抜く

　住宅用火災警報器は、煙や熱を感知して音や光で火
災発生をいち早く知らせます。火災を早く発見するこ
とで、早い通報、早い初期消火、早い避難ができ、火
災の被害を軽減できます。
定期的な点検・手入れを忘れずに
　電池切れやセンサー類の劣化、本体にほこりが着
くことによる検知機能低下など、正常に機能しない
場合があります。点検用のボタンや引き紐で動作を
確認し、音が鳴らなければ警報器の取り替えが必要
です。点検するときには
ほこりを払うなど、手入 
れも併せて行いましょう。
詳細は市ホームページを
ご覧ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年実施してい
るキャンペーン活動は中止します。

消防局予防課
☎363－1114

11月9日㈫～15日㈪は
秋の火災予防運動

令和3年度全国統一防火標語
おうち時間 家族で点検 火の始末おうち時間 家族で点検 火の始末

住宅火災からあなたと家族を守る
「住宅用火災警報器」を設置しましょう

6つの火災対策
●発生を防ぐストーブやこんろなどは安

全装置の付いた機器を使用する
●早期発見住宅用火災警報器を定期的に

点検し、10年を目安に交換する
●拡大を防ぐ部屋を整理整頓し、寝具・

衣類やカーテンは、防炎品を使用する
●小さいうちに消す消火器などを設置

し、使い方を確認しておく
●避難経路の確保高齢者や身体の不自由

な人は、避難経路・方法を常に確保し、
火災に備えておく

●地域ぐるみの防火対策防火防災訓練へ
の参加、戸別訪問など

市ホームページ

市ホームページ

全国消防イメージキャラクター・消太

　令和４年２月１日からごみの分別
区分の一部変更に伴い、「燃やせるご
み」の名称を「可燃ごみ」に変更す
るため、認定袋の記載内容を変更し
ます。
　新しい認定袋は名称変更前から販
売予定です。区分変更前後に関わら
ず、認定袋は新旧どちらも使えます。

　市ホームページ
で防火チェックシ 
ートと防火に関す
るクイズを掲載し
ています。あなたの
防災力をチェック
してみましょう！

６市 合 同６市 合 同
消 費 者 問 題消 費 者 問 題 無 料 相 談 会無 料 相 談 会   

とりカエル

現在の認定袋 新しい認定袋

「松戸市認定袋」が
新しくなります

廃棄物対策課☎704－2010
廃棄物対策課☎704－2010 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

（例） 地域での説明会などで
ごみの分別区分などの

変更について市の職員が
説明します！

消費生活課☎366－7329

同事務局 0120－267－100、☎0570－058－100（有料）、
環境政策課☎366－7089

　借金問題や出会い系サイト、金融商品などの消費者問題
で困っている人の相談を、弁護士が無料でお受けします。
一人で悩まず、ぜひご相談ください。

時間各10時〜16時　対象市内在住・在勤　定員各先着12人
11月1日㈪（柏市は2日㈫、野田市は5日㈮）から、電話

で各申し込み先へ

　千葉県をはじめとした九都県市では、家庭での再生可能エネルギーの利用を促進する
ため、太陽光や風力などの自然の電気の共同購入を実施しています。
　共同購入することで、割安な料金で自然の電気を利用できます。家で過ごす時間が増
える今こそ、環境にやさしい自然の電気に切り替えませんか。

※現在契約している電力会社からの切り替え手続きなどは、同事務局が
サポートします。

※詳細は、同事務局コールセンターまたはホームページをご覧ください。

日程 会場 申し込み先

11/13㈯ 我孫子市
消費生活センター

我孫子市消費生活センター
☎04－7185－1469

16㈫ 京葉ガスF
松戸第2ビル

松戸市消費生活課
☎366－7329

17㈬ 鎌ケ谷市役所 鎌ケ谷市商工振興課
☎047－445－1240

18㈭ 野田市役所 野田市消費生活センター
☎04－7123－1084

19㈮ 流山市
消費生活センター

流山市消費生活センター
☎04－7158－0999

20㈯ 柏市
消費生活センター

柏市消費生活センター
☎04－7163－5853

同事務局
ホームページ

九都県市九都県市
「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーン

要申込

※どの会場でも相談できます。要マスク着用・手指消毒。

①令和4年1月31日㈪までに「みんなでいっしょに自然の電気」事務局ホームペー
ジから参加登録（無料）
※登録しても契約切替義務は発生しません。

②同事務局から見積額が提示される
③見積額を確認し、切り替える場合は、2月15日㈫までに同事務局ホームページ

で登録

参
加
方
法

住宅防火 いのちを守る1010 のポイント

再生可能エネルギーによる電気を共同購入しませんか

弁護士による
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募集定員普通科280人、国際人文科40人　志願資格千葉県の定める第2学区またはその隣接学区（国際人文科は千葉県
全域）に保護者と共に居住し、中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業または令和4年3月卒業見込みの人
一般入学者選抜の内容学力検査、調査書、自己表現（普通科）、面接（国際人文科）など
入学願書等受け付け2月9日㈬・10日㈭各9時～16時30分、14日㈪9時～12時に同校で　学力検査日2月24日㈭国語・
数学・英語2月25日㈮理科・社会・自己表現（普通科）・面接（国際人文科）　結果発表3月7日㈪9時から同校で
※海外帰国生徒・外国人・中国等帰国生徒の特別入学者選抜などについては、お問い合わせください。

市立松戸高等学校 新入生募集新入生募集 同校☎385－3201、学務課☎366－7457

市などからのお知らせをお伝えするコーナーです。協働 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　

①まつど大農業まつり②松戸市総合防
災訓練③年末調整等説明会は新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、今年
度は中止します
①同まつり実行委員会事務局☎341

－5151②危機管理課☎366－7309③
松戸税務署☎363－1171 

宝くじの助成金で町会の備品を整備
しました

　やなぎ町会は、(一財)自治総合セン
ターの助成金を活用してコミュニティ
活動に使用する備品（プロジェクター
など）を購入しました。同センターは
宝くじの社会貢献広報事業として、地
域の健全な発展を図っています 市民
自治課☎366－7318

ごみに関する情報をまとめた令和3年
度版清掃事業概要を作成しました

　詳細は市ホームページをご覧くださ
い。資源になる紙類やリサイクルでき
るプラスチックを分別し、「分ければ資
源・混ぜればごみ」を合
言葉に、限りある資源を
大切にしましょう 廃棄
物対策課☎704－2010

11/12㈮に小・中学校新入学通知書
を郵送します

　入学式まで保管してください。国立・
県立・私立の小・中学校に入学する場合
は、学校から交付される入学許可書また
は入学承諾書の原本を学務課に提出し
てください（郵送可)　※11/19㈮まで
に届かない場合はご連絡ください 学
務課☎366－7457

令和4・5年度学校給食用物資納入登
録業者募集説明会

　市立小・中学校に安全で良質な食材
を安定的に供給できる業者を募集しま
す日11/8㈪13時30分、15時、11/9
㈫10時30分、15時　※登録申請期限
11/30㈫会京葉ガスF松戸ビル5階会議
室申11/4㈭までに、電話またはFAX・
Eメールで保健体育課☎366－7459、

366－4070、 mchokentaiiku@
city.matsudo.chiba.jpへ

11月の松戸競輪開催日程
本場開催 18㈭ ～20㈯（FⅠ・KEIRIN フェ
スティバル）、 29㈪～12/1㈬（FⅡナイター）
場外開催 1㈪～3㈷防府記念（GⅢ）、2㈫
～4㈭大宮（FⅠ）、3㈷～5㈮和歌山（FⅠ）、
5㈮～7㈰伊東（FⅠ）、6㈯～9㈫四日市記
念（GⅢナイター）、7㈰～9㈫富山（FⅠ）、
8㈪～9㈫岸和田（FⅠ）、18㈭～20㈯佐
世保（FⅠ）、18㈭～23㈷小倉（競輪祭 G
Ⅰナイター）、21㈰～23㈷平塚（FⅠ）・豊
橋（FⅠ）、25㈭～26㈮小松島（FⅠ）、25
㈭～28㈰武雄（GⅢ）、28㈰～30㈫小田
原（FⅠ）、29㈪～12/1㈬立川（FⅠ） 公
営競技事務所☎362－2181

令和3年度木造住宅耐震診断・耐震改
修・危険コンクリートブロック塀等
除却工事補助事業の申請受付期限は
11/30㈫です

　補助金の申請を希望する場合は、契
約前にお問い合わせください 建築指
導課☎366－7368

総合医療センター会計年度任用職員募集
募集職種登録職種事務、クラーク、医
師事務作業補助者、看護事務補助者、
保育士、薬剤師、管理栄養士、衛生検査
技師、臨床検査技師、診療放射線技師、
臨床工学技士、救急救命士、診療情報管
理士、看護師、准看護師、助産師、保健
師、看護補助者、業務員申R4/1/31㈪
〔消印有効〕までに、登録用紙（写真貼
付）を直接または郵送で〒270－2296
総合医療センター　人事課
（☎712－2511）へ　
※勤務条件などの詳細は同
センターホームページで

（登録用紙ダウンロード可）

さわやかヨガ教室
日11/4㈭・18㈭・25㈭各10時～11
時会東部市民センター対16歳以上定
各先着18人費各800円申電話で同セン
ター☎391－3701へ

体幹を鍛えるはつらつ体操
日11/8㈪9時～10時会明市民センター 
内椅子に座りタオルやテニスボールを
使って体幹を鍛えるストレッチ定先着
20人持飲み物、フェイスタオル費800
円申電話で同センター☎368－6700へ

NPO・市民活動よろず講座「町会・
自治会や市民活動にWi-Fiを導入し
よう！」
日11/13㈯13時～15時会まつど市民
活動サポートセンター講イベントプラ
ンナー・林拓郎氏対ボランティア団体
やNPO、町会などの運営に関わってい
る人定先着10人申電話またはEメール
で同センター☎365－5522、 hai_
saposen@matsudo-sc.comへ

ふれあい教室「朗読をきくかい」
日11/10㈬10時～11時30分会ふれあ
い22内松戸朗読奉仕会による短編・
エッセーなどの朗読対障害者手帳を持
つ人など 障害者福祉センター☎383
－7111

(公社)松戸市シルバー人材センター
入会説明会
日①11/10㈬②11/17㈬③11/22㈪各
10時から会①シニア交流センター②常
盤平市民センター③すぐやる馬橋（馬
橋駅下車）対臨時的・短期的または軽
易な就業を希望する市内在住の60歳
以上定先着①②30人③10人申同セン
ター入会申し込みフォームまたは電話
で同センター☎330－5005へ

ハーブ講習会「ハーブのある楽しい
暮らし」
日11/10㈬13時30分～15時〔雨天
決行〕会金ケ作育苗圃講ハーブ研究
家・桐原春子氏定先着30人申電話で
(公財)松戸みどりと花の基金☎710－
2851へ

クリスマス柄でシャツ型コースターを
作ろう！
日11/10㈬・22㈪各13時～15時会明
市民センター定各先着10人持ハサミ、
定規費各800円申電話で同センター☎
368－6700へ 

住宅リフォーム①相談②市民講座
日11/13㈯①10時～13時、14時～16
時②13時～14時会六実市民センター

松戸住宅リフォーム相談員協議会☎
365－5252

子ども向けプログラミング教室「コー
ダー道場まつど」
日11/13㈯13時30分～15時30分会松
戸観光案内所（松戸駅下車）対マウス
操作ができる小学生（要保護者同伴）
定先着8人持ノートパソ
コン（貸し出しあり）申
C
コ ー ド

ode f
フォー

or M
マ ツ ド

atsudoホー
ムページで 文化観光国
際課☎366－7327

㈱セブン-イレブン・ジャパン「シニア
お仕事説明会」

　市と協定を結び、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・個別相談
会を開催します日①11/15㈪②12/2㈭
各10時～11時30分会①小金原②小金各
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

市民のための介護力アップ講座
日11/18㈭13時30分～16時会まつど
市民活動サポートセンター内正しい杖
や車いすの選び方、最新の福祉用具の
紹介対市内在住・在勤定先着15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

オンライン中級ビジネス英会話～ビジ
ネスコミュニケーションスキルを高め
よう！～〔全10回〕
日12/4～R4/2/19（12/25、R4/1/1
を除く）の㈯各10時～11時30分講東
洋大学講師・S

セ ー ラ

arah H
ホ ラ ン ド

olland氏対英検2
級以上、CEFR B1または同等レベル定
先着16人持テキスト『Business Plus 
Level 3 Student's Book: Preparing 
for the Workplace』費
12,000円（会員9,000円）
※テキスト代実費申申し込
みフォームで (公財)松
戸市国際交流協会☎366－
7310

マンション管理①個別相談会②セミ
ナー・交流会
日11/21㈰①10時～12時②13時～16
時会市民劇場内②コロナ禍での管理
組合運営対管理組合、居住者など定各
先着①4組②20人申電話で千葉県マン
ション管理士会事務局☎043－244－
9091（平日10時30分～15時）へ

(公社)シルバー人材センター中高年
英語教室①英語学習愛好会（初～中
級）②③楽しく学ぶ基礎英会話（初
級)〔各全9回〕
日11/24～R4/2/2の㈬①②10時15分
～11時45分③13時15分～14時45分会
市民劇場他対50歳以上定若干名費各
9,900円（別途教材費）申11/8㈪〔必
着〕までに、はがきに住所・氏名・年
齢・電話番号・希望コースを記入して、
〒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中高年
英語教室係（☎330－5005）へ

後期ビジネス・キャリア検定試験（2
～3級・BASIC級）
試験日R4/2/20㈰内人材開発・労務管
理、経理・財務管理、マーケティング、
経営戦略などの8分野44試験 受付期間
12/10㈮まで ビジネス・キャリア検
定試験運営事務局☎03－6627－6504

社会教育委員会議
日11/9㈫18時から会京葉ガスＦ松戸
ビル5階会議室傍聴定員先着5人（17
時50分まで受け付け） 社会教育課☎
366－7462

農業委員会総会
日11/12㈮15時から会市役所新館7階
大会議室傍聴定員先着5人（14時40分
から受け付け） 農業委員会事務局☎
366－7387

緑推進委員会
日11/15㈪10時から会市役所新館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） みどりと花の課保全
班☎366－7378

子ども・子育て会議
日11/15㈪18時30分から会市役所新
館7階大会議室傍聴定員先着10人 子
ども政策課☎704－4007

教育委員会会議
日11/17㈬9時30分から会京葉ガスＦ
松戸ビル5階会議室（傍聴は9時から受
け付け） 教育企画課☎366－7455

総合教育会議
日11/17㈬13時から会京葉ガスF松
戸ビル5階会議室（傍聴は12時50分
まで受け付け） 政策推進課☎366－
7072

市ホームページ

同センター
ホームページ

申し込み
フォーム

同ホームページ

講座・講演・催し

会議

お知らせ
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詳細は市ホームページをご覧ください。　問広報広聴課（広報担当）☎ 366－7320、 362－6162



JR常磐線沿線の松戸・柏・我孫子・JR常磐線沿線の松戸・柏・我孫子・
取手各市の地元産品を販売・PR取手各市の地元産品を販売・PR
常磐線産直市常磐線産直市とと
駅からハイキング駅からハイキングを開催を開催

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。

　フェンシング元女子日本代表・日本オリンピック委員会（JOC）理事で、
自身もトランスジェンダーである杉山文

ふ み の

野氏がお話しします。
配信期間12月3日㈮～17日㈮
講師NPO東京レインボープライド共同代表理事・杉山文野氏
費用無料

11月30日㈫までに、ちば電子申請サービスで

人権週間記念事業 人権講演会 要申込

「誰か」のこと じゃない。「誰か」のこと じゃない。
12月4日㈯～10日㈮は人権週間です12月4日㈯～10日㈮は人権週間です
松戸市では、人権が尊重され、一人ひとりの市民が安心して暮らせるまちを

築くことを目指しています。

ちば電子申請
サービス

行政経営課☎366－7311

YouTube開催

あなたの人権は守られていますか 他人の人権を侵していませんか
　困りごとや心配ごと、子どものい
じめ問題などで悩みごとがあるとき
は、遠慮なくご相談ください。相談
は無料で、秘密は堅く守られます。

～まつど国際文化大使派遣制度を
利用してみませんか～

な身身 近近 国国際際 交交 流流

第24期まつど国際文化大使

　35人のまつど国際文化大使が、15の国と地域の文化・生活・芸術
などを紹介します。
　サークル・団体に大使を呼んで、いろいろな国の文化と触れ合う楽
しさを体感してみませんか。
※申し込み方法や派遣費用などの詳細は（公財）松戸市国

際交流協会ホームページをご覧ください。まつど国際文
化大使の一覧も掲載しています。
問同協会☎366－7310、 office@miea.or.jp

同協会
ホームページ

「New Family～多様な性と新しいかぞくのカタチ～」

11月12日〜18日は
女性の人権ホットライン 強化週間

☎0570－070－810
　夫・パートナーからの暴力、セクハラ、ストー
カーなどの女性をめぐるさまざまな人権問題につい
て、女性の人権問題に詳しい法務局職員や人権擁護
委員が相談に応じます。
日時11月12日㈮・15日㈪～18日㈭各8時30分～19
時、11月13日㈯・14日㈰各10時～17時　費用無料

女性に対する暴力をなくす運動

　パートナーシップ宣誓制度とは、性自認や性的指向
にとらわれず互いを人生のパートナーとして、対等
な立場で共同生活を送る2人の宣誓により、市が宣
誓証明書や証明カードを交付する制度です。
　令和2年11月から制度が始まり、10月1日時点
で累計19組38人から宣誓がありまし
た。手続きなどの詳細は、市ホーム
ページをご覧ください。

行政経営課☎366－7311

松戸市パートナーシップ
宣誓制度

～多様性を認め合う地域社会の実現を目指して～

市ホームページ

制度スタート1周年

ご相談ください

杉山文野氏

同ホームページ

　JR東日本と各自治体が連携し、常磐線沿いの魅力をウェブサイトや
SNS、駅のデジタルサイネージなどで発信しています。その1つとして、
地産品を取り扱う「常磐線産直市」「常磐線産直市」を上野駅で、沿線自治体の名所を巡
る「駅からハイキング」「駅からハイキング」を各コースで開催します。
※詳細はJR東日本「JOBANSEN KNOW」ホームページ

をご覧ください。

戸定が丘歴史公園

政策推進課☎366－7072

　「JCI JAPAN グローバルユース国連大使
育成事業」とは、持続可能な社会の実現のた
めに次代を担う若者を対象に、SDGs（持続
可能な開発目標）に対する認識を深め目標達
成に向けて自発的に行動できる人財育成を目
的とした、（公社）日本青年会議所が主催する
事業です。
 村上さんは、（公社）松戸青年会議所と連携
してSDGsの啓発活動をしていきます。

問政策推進課市政総合研究室☎704－4006

市長を表敬訪問した際の
村上弥優さん（左）

　「教育」を主とした世界の問題やそれに対して私たちができることを
SDGsに関連付けながら授業をします。ぜひご参加ください。
日時11月7日㈰10時～11時　開催方法Zoomによるオンライン
対象世界の問題や国連大使に興味のある小学生やその家族

登録フォームで　※ZoomのURLは申し込み後にEメール
でお知らせします。
問（公社）松戸青年会議所・柳田☎367－1983 登録フォーム

2021年度「J
ジェイシーアイ

CI J
ジ ャ パ ン

APAN グローバルユース
国連大使育成事業」千葉県代表に

村上弥
み ゆ う

優さんが選出されました
松戸市在住の
高校3年生

村上弥優さんが「SDGs啓発授業」を開催します

●千葉地方法務局松戸支局☎363－6278
●全国共通人権相談ダイヤル☎0570－003－110
●子どもの人権110番 0120－007－110

相談先

松戸ビール

写真はイメージです。

常磐線産直市
11月3日㈷～5日㈮各11時～20時
会場JR上野駅中央改札外正面グラン
ドコンコース
内容地元産品の野菜やビールなどの加工品
を販売

駅からハイキング 予約不要 無料
①取手コース
「～繋がる 人 まち アート～　アートのまち取手を散策」

11月1日㈪～7日㈰
受付場所JR取手駅東口改札外　受付時間各9時30分～11時

②松戸コース
「秋の日に松戸宿として栄えた歴史ある松戸の街を
巡る」

11月9日㈫～14日㈰
受付場所松戸駅券売機前　受付時間各9時30分～11時

③我孫子コース
「自然と文学を感じる手賀沼散策」

11月17日㈬～21日㈰
受付場所JR我孫子駅改札外　受付時間各9時～10時

④柏コース
「駅周辺の賑わいと昔ながらの街道を楽しみながら自然と親しむ」

11月23日㈷～28日㈰
受付場所JR柏駅中央改札口正面　受付時間各9時30分～11時30分
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オンラインライブ配信

　　感染防止対策を徹底した飲食店や神社・コンサートホールなどで演奏会を開催します感染防止対策を徹底した飲食店や神社・コンサートホールなどで演奏会を開催します。。
昨年に引き続き、インターネットでのライブ配信やアーカイブ配信も実施します。昨年に引き続き、インターネットでのライブ配信やアーカイブ配信も実施します。詳細詳細
はアトレ松戸・プラーレ松戸・はアトレ松戸・プラーレ松戸・（一社（一社））松戸市観光協会などで配布する「松戸クリスマ松戸市観光協会などで配布する「松戸クリスマ
ス音楽祭パンフレット」または同音楽祭サイトをご覧くださいス音楽祭パンフレット」または同音楽祭サイトをご覧ください。。　　 同音楽祭サイト

　松戸駅周辺のレストラン・カフェ・中華料理店な
ど7店舗で、生演奏を聴きながらクリスマスの雰囲気
とおいしい食事をお楽しみください。
開催店舗
● C

カ フ ェ

afé d
ド

e K
カ オ リ

AORI（カフェ）11月23日㈷18時　
● オステリア・タナロ（イタリアン）12月2日㈭18時
● M

モ ン キ ー

ONKEY（イタリアン）12月14日㈫19時
● M

モ ン キ ー

ONKEY H
ハ ウ ス

OUSE（洋食）12月21日㈫19時
● 和

わ

 実
み か

花（和食）12月21日㈫18時30分
● 中国菜　戸

ド メ ー ヌ

芽主（中華）12月23日㈭19時
● C

チ ー ズ

heese E
エ ッ グ

gg G
ガ ー デ ン

arden（洋食）12月25日㈯14時30分

MATSUON FESTIVAL
11月6日㈯15時10分
演奏会形式によるオペラ 申込不要無 料
内容渋沢栄一と德川昭武と森律子の知られざ
る物語 他

12月19日㈰14時 要申込有 料
森のホール 名曲コンサート
内容オペラ「エフゲニー・オ
ネーギン」よりポロネーズ　他

電話で森のホール21チケット
センター☎︎384－3331へ

11月20日㈯14時～15時
内容クリスマスコンサート〜ヴァ
イオリンとチェロの調べ〜
出演豊原さやか氏（チェロ）

谷口亜美氏（ヴァイオリン）

●11月27日㈯18時30分 MOONLIGHT CONCERT●12月4日㈯14時 クリスマスコンサート●12月18日㈯14
時30分 優しい歌で贈るX'masソプラノコンサート●12月24日㈮15時、18時 クリスマス☆トリオ

申し込み方法や詳細は同音楽祭サイトをご覧ください。

11月27日㈯11時～12時
松雲亭コンサート～チェ
ロと尺八 和洋の楽器を楽
しむコンサート～
出演アーミン・ロ－ベック氏
　　

11月27日㈯14時
～15時
クリスマスハープ
コンサート
出演小橋ちひろ氏
　

同音楽祭サイトで生配信します。
各会場では聴けません。

● 石川寛子（ヴァイオリン）● 木島絵里子（ヴァイオリン）● 小橋ちひろ（ハープ）● 坂田桃子（チェロ）● 笹田圭子（ピアノ）● 近田めぐみ
（サックス）● 菅原智明（ギター）● 小原裕樹（トランペット）● レーベンスルスト・フィルハーモニー　他

豊原さやか氏 谷口亜美氏

石井美由紀氏小原由起子氏小原裕樹氏

小橋ちひろ氏アーミン・
ロ－ベック氏

街角に素敵な音楽が流れる街角に素敵な音楽が流れる「音楽の街・松戸」「音楽の街・松戸」
松戸クリスマス音楽祭松戸クリスマス音楽祭

12月12日㈰14時～15時　吉祥寺コンサート
～お寺でクリスマスコンサート8！～
出演松戸響かせ隊・小原裕樹氏（トランペット）、

小原由起子氏（キーボード）、石井美由紀氏（フルート）

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室 MM
マ ツ ドマ ツ ド

ATSUDOATSUDO  FF
フ ォ レ ス トフ ォ レ ス ト

ORESTOREST
CC
コ ン サ ー トコ ン サ ー ト

ONCERTONCERT

　地元のアーティストを中心とした8組によるアコース
ティックライブを開催します。ダンボールで作成した「フ
ラワーピアノ」も設置され、21世紀の森と広場初のスト
リートピアノを予約不要で自由に演奏できます。さまざま
な音楽を楽しみながら、公園でゆった
りとした時間をお過ごしください。

♪アーティスト♪
●西郷葉

よ う す け

介●M
モ グ ラ

OGURA●Haruna
●S

シ ュ ウ ビ

HUUBI●なかにしりく●木
き じ ま

島ユタカ
●須

す ざ わ き し ん

澤紀信●坂本タクヤ

※キッチンカーの出店もあります。
※開催内容が変更になる場合がありま

す。詳細は市ホームページをご覧く
ださい。

市ホームページ

21世紀の森と広場管理事務所☎︎345－8900

アーカイブ配信出演者（敬称略）

飲食店での演奏会 森のホール21 平
ひ ら か た

潟神社

フラワーピアノ

申込不要無 料

11月6日㈯〜
12月25日㈯

松戸駅周辺商業協同組合
☎365－0100

街角に素敵な音楽が流れる「音楽の街・松戸」
松戸クリスマス音楽祭

申込不要無 料

市民劇場 要申込有 料

11月7日㈰10時～15時30分
会場21世紀の森と広場

同館☎︎368－1237
11月の番組
投影日金〜日曜、祝日　※13日㈯は星空観望会のため休演です。

きっずほしぞらシアター
リーベルタース天文台だより　秋の星座の物語
日時金・土曜18時（各20分）
動物キャラクターたちと楽しく星空を見上げる時間

ヒーリングタイム　お仕事帰りの星空時間
大人のためのギリシア神話　ペルセウス座
日時金・土曜19時（各40分）
星空と音楽をゆったりとお楽しみいただく癒しの時間

キッズ＆ジュニアアワー   ペルセウス座のおはなし
日時日曜・祝日10時30分、13時30分、14時30分
（各20分）
星と星座にまつわる子ども向けのやさしい話

一般投影   金星～一番星のひみつ～
日時日曜・祝日11時30分（文字解説付き）、15時30分（各40分）
地球の双子星ともいわれる太陽系第2惑星の金星。12月ごろまで宵の明星
として明るく輝いています。一番星で輝く秘密は何か、金星とはどういう
星なのか紹介します（当日の星空も紹介します）。

共通 定員各先着40人　費用50円（65歳以上、中学生以下、障害者手帳な
どを持つ人とその人1人につき付き添いの1人は無料。年齢を確認できる物
の提示が必要）

投影開始30分前から、2階で受け付け
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オンラインでも動画配信

　定年後の再就職活動のノウハウについて、ワークやロールプレ
イを交えて深く学んでいきます。
日時①11月27日㈯②12月4日㈯各10時～12時30分
会場①ゆうまつど②勤労会館
講師1級キャリアコンサルティング技能士・菊地克幸氏
対象おおむね55歳以上
定員各先着20人（両方受講も可）
持ち物雇用保険受給資格者証（持っている人
のみ。雇用保険受給中の就職活動実績になり
ます）
費用無料

電話で高齢者支援課☎366－7346へ

①シニアの働き方を見つけよう
②応募書類の作成から面接対策まで

シニア世代向け再雇用促進セミナー
55歳からの実践就職活動〔全2回〕要申込

菊地克幸氏

小学校入学前家庭教育講座小学校入学前家庭教育講座
～小学校に入学するまでに、～小学校に入学するまでに、

どんな準備をしておけばいいの？～どんな準備をしておけばいいの？～ 要申込
生涯学習推進課☎367－7810

　小学校生活や小学校入学までに身に付けておきた
い生活習慣などについて一緒に考えてみませんか。
※詳細は市ホームページをご覧ください。
日程①11月15日㈪②11月20日㈯
時間各10時30分～12時（10時から受け付け）
※12月8日㈬～令和4年1月31日㈪にYouTubeで動画配信し

ます。URLは申し込み後にご案内します。
会場①文化ホール内国際友好ルーム②青少年会館
内容●小学校の1日●幼児期と学校生活をつなぐ3つの力

●まつどっ子未来のために今●情報交換
対象市内在住・在勤の、市立小学校に入学する予定の子どもの

保護者
※未就学児の一時預かりあり（〔①②各5人（抽選）、要申込〕。　
定員①②各35人（抽選）
費用無料

11月8日㈪までに、ちば電子申請サービスで

ちば電子申請
サービス

市ホームページ

プロボノMATSUDO2021説明会 要申込
プロボノって何？仕事や学業の経験を活かした地域貢献を考えよう

プロボノによる支援の例

地域包括ケア推進課☎366－7343
　仕事や学業で培った豊富な経験やスキルを持ったボランティア「プロボノ
ワーカー」と、その支援を受けたい地域団体をマッチングする「プロボノ
MATSUDO2021」の概要や参加方法などを解説する説明会をオンラインで開
催します。興味のある人はぜひご参加ください。
日時11月13日㈯10時～11時30分
対象●プロボノワーカーとして今までの経験やスキルを活かして、地域活動に

関わってみたい人
●プロボノの支援を受けて活動を発展させたい地域団体

※オンラインでの参加が難しい人を対象に市役所に会場を設けます
ので、希望する場合は申し込み時にその旨をお伝えください。
申し込みフォームまたは電話・EメールでNPOサービスグラント・

阿部・北詰☎03－6419－4021、 info@servicegrant.or.jpへ

●団体活動の講師●チラシやSNSによる広報活動
●業務・運営の効率化　など

子育て支援員研修の子育て支援員研修の
受講生を募集受講生を募集 要申込

オンライン開催

申し込みフォーム

11月27日㈯10時～12時
●聖徳大学児童学科祓

はらいかわ

川ゼミ講演「食育絵本の読み聞かせ」
●オンライン親子料理教室
「親子で簡単！オンラインクッキング」
●食育クイズ
対象市内在住の小学生とその保護者
定員先着30組
費用無料（材料・通信費は自己負担）

11月14日㈰〔必着〕までに、FAXまたはEメールに住所・電話番号・Eメー
ルアドレス・子どもの氏名（ふりがな）・学年を記入して、健康
福祉政策課 704－0251、 mckenhuku@city.matsudo.
chiba.jpへ
※参加方法や料理教室で必要な材料などは、申し込み後にご案

内します。

健康福祉政策課☎704－0055

  松戸食育まつりオンライン松戸食育まつりオンライン要申込

市ホームページ

クックパッド
松戸市公式キッチン

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。
　お手軽でヘルシーなレシピ、
千 葉 県 や 松 戸 市 の 特 産 品 を
使ったレシピなどが盛りだく
さんです。普段のお料理にぜ
ひご活用ください。

レシピの配布や食育に関する展示を行います
11月1日㈪～5日㈮各8時30分～17時
会場市役所1階連絡通路

松戸市食育
キャラクター
「ぱくちゃん」

小学生対象

食の大切さと郷土の素晴らしさを知ってもらうため、
食育に関する展示やレシピを配布します！

11月は11月はちばの食育月間ちばの食育月間ですです

　おやこD
で

E広場、子育て支援センター、放課後児童クラブ、小規模保育施設な
どに従事する「子育て支援員」を育成するための研修を開催します。修了後に
修了証が交付され、「松戸市子育て支援人材バンク」、「ファミリー・サポート・
センター」に登録されます。
前期
基本研修令和4年2月1日㈫・2日㈬
専門共通研修令和4年2月3日㈭・4日㈮、8日㈫～10日㈭、15日㈫、3月2日㈬

後期（次のいずれかのコースを選択）
放課後児童コース令和4年2月24日㈭・25日㈮、3月1日㈫
地域子育て支援コース令和4年2月17日㈭・18日㈮・22日㈫
地域保育コース令和4年2月16日㈬・17日㈭・24日㈭・25日㈮、3月2日㈬
※日程は変更になる場合があります。

時間各10時～15時30分（終了時間は日によって異なる場合があります）
会場Zoomによるオンライン配信　※専門共通研修の一部のみ聖徳大学で実施。
対象以下の全ての条件を満たす人
●市内在住で、Zoomを利用できるインターネット環境があり、全日程参加で
きる●研修修了後に対象となる市内の各事業に従事できる●ファミリー・サ
ポート・センターの提供会員として登録が可能
定員30人（書類選考あり） 

11月30日㈫〔必着〕までに、市ホームページでダウンロー
ドできる応募申込書に必要事項を記入して郵送またはFAXで
〒271－8588松戸市役所　子育て支援課 703－1005へ 市ホームページ

Zoom
配信

子育て支援課☎366－7347

Zoom開催
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…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象（記載がないものはどなたでも）　 …定員
…持ち物　 …費用（記載がないものは無料）　 …申し込み先（記載がないものは当日会場で）
…問い合わせ先 …まつど健康マイレージ付与

いきいき高齢者 安心センター
の催し（地域包括支援センター）

☎366−0010テレホン案内サービス 平日16時30分〜翌日9時
休日と土曜 9時〜翌日9時

※当日案内への切り替えを毎朝８時45分〜９時の間に実施
〔当日の医療機関（待機病院、休日在宅当直医、夜間小児
急病センター、休日土曜日夜間歯科診療所など）を案内〕。

救急医療体制  ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

新松戸　☎346－2500 346－2514
【Zoom開催】新松戸健康体操教室

要申込
11/12㈮10時〜11時 同地区（新松戸南除く）

在住のおおむね60歳以上 先着20人 11/9㈫ま
でに、Eメールに件名「体操教室」・住所・氏名・
電話番号を記入して zaishi.smt@ims.gr.jpへ

小金　☎374－5221 349－0560
①認知症予防教室〔全2回〕②認知症予防
フォローアップ教室 要申込
①11/12㈮・19㈮②11/24㈬各14

時〜16時 小金北市民センター 市
内在住の65歳以上 各先着30人 電
話または申し込みフォームで

明第2西　☎382－5707 382－5727
介護者のつどい 要申込

11/27㈯13時〜15時（途中参加・退出可）
古ケ崎市民センター　※Zoomによるオンライン
も同時開催予定 介護をしている人同士の情報交
換 介護をしているまたは今後の介護に不安があ
る人 先着10人程度 電話・FAXまたはEメール
で info-houkatsu@eishunkai.or.jpへ

馬橋西　☎711－9430 711－9433
認知症サポーター養成講座 要申込

11/22㈪10時〜11時30分 馬橋市民セン
ター 市内在住・在勤 先着15人 電話また
はFAXで
介護の専門家による介護保険利用について
のお話 要申込

11/23㈷14時〜15時 馬橋市民センター 同
地区在住のおおむね65歳以上 先着10人 電話
またはFAXで

明第1　☎700－5881 700－5567
介護予防教室〔全2回〕要申込
①12/1㈬②12/15㈬各10時〜11時 勤労会館
①健康チェックと脳トレーニング②体操 市内

在住のおおむね65歳以上（初参加者優先） 先着
20人 筆記用具、飲み物、フェイスタオル 9時
〜17時に電話またはFAXで

馬橋　☎374－5533 374－5501 
介護予防体操教室 要申込
①12/7㈫②12/14㈫各14時〜15時30分 ①

馬橋東市民センター②八ケ崎市民センター 同地
区在住の65歳以上 先着①20人②25人 飲み物、
フェイスタオル 9時〜17時に電話で

矢切　☎710－6025 710－6027
矢切いきいきライフ応援クラブ（体操教室）
要申込
①11/8㈪14時〜15時②11/2㈫・24㈬各13時

30分〜14時30分 ①矢切公民館②まつど市民活
動サポートセンター 医師から運動制限を受けて
いないおおむね65歳以上 各先着20人 飲み物、
タオル 電話またはFAXで

本庁　☎363－6823 710－7198
認知症予防教室〔全3回〕要申込

11/11㈭・25㈭、R4/2/25㈮各10時〜12時
ゆうまつど 市内在住で認知症予防に関心があ
るおおむね60歳以上（同地区在住優先） 先着
15人 11/8㈪までに電話またはFAXで（11/1
㈪は10時から）
ゆっくりプログラム（体操教室）要申込

11/12㈮10時〜11時 柿ノ木台公園体育館　
医師から運動制限を受けていないおおむね65歳

以上（同地区在住優先） 先着20人程度
11/10㈬までに電話で（11/1㈪は10時から）

申し込み
フォーム

体を動かす 1

　自宅でできる体操やストレッチ、市内ウォーキングマップなど
※市内ウォーキングマップは、市ホームページでダウンロードできるほか、
各保健福祉センター・各市民センターで配布しています。

健康について学ぶ 1

　睡眠障害チェック、ウィズコロナ時代の歯の磨き方、たばこと健康についてなど

野菜を食べる 1

　おいしく野菜が摂れるレシピなど

市ホームページ

動く

学ぶ

食べる 健康松戸21
マスコットキャラクター

「けあら」

健康松戸21応援団といっしょに

秋秋の健康健康フフェスティバル2021ェスティバル2021
～新しい生活様式で、ワクワク・ドキドキの体験をしよう！～ 健康推進課☎366－7486

11月1日㈪～30日㈫
　今年も健康フェスティバルをオンライン開催します。子どもから高齢者まで、自宅ででき
る健康づくりの動画や情報を紹介するほか、オンライン講座を生配信します！ 
　申し込み不要で、市ホームページから参加できます。

オンライン講座の生配信
要申込  
●矢切元気体操オンライン
●2

に か

火Zoom笑いヨガ
　申し込み方法などの詳細は、市
ホームページをご覧ください。

　まつど健康マイレージをたく
さんためるチャンス！アンケー
トに答えて豪華参加賞が当たる
抽選に応募しよう！

2火Zoom
笑いヨガ

5各　  マイル

オンライン
開催

矢切元気体操
オンライン

まつど健康マイレージ付与 …健康ファイル
特定医療費（指定難病）受給者証の更新手続き
　対象者には「2021（令和3）年度特定医療費（指定難病）受給者証更新手
続きのお知らせ」を送付しています。有効期限までに更新手続きが必要です。
有効期限が令和3年12月31日の人はお早めに手続きください。
手続き方法郵送で〒271－8562松戸市小根本7　松戸保健所（松戸
健康福祉センター）へ　※今年度は保健所窓口では受け付けません。
ご協力をお願いします。

同保健所地域保健課☎361－2138

①成人②妊婦歯科健康診査を受けられます 15要申込
　歯を失う一番の原因は歯周病で、日本人の成人の8割が歯周病にかかっ
ています。歯周病菌が体内に入ると糖尿病、心疾患、脳梗塞、低出生体重
児出産など全身に影響を与えます。定期的に歯科健康診査を受けましょう。
期間令和4年3月31日㈭まで
内容口

こ う く う

腔内診査と相談（①年1回②妊娠中1回）　対象①令和4年3月31日時

点で20歳以上の市に住民登録がある人②妊娠中かつ受診券を持つ、市に
住民登録がある人　※どちらも現在歯科治療中の人は対象
外。　持ち物①②身分証明書（運転免許証・健康保険証など）
②受診券　費用無料

電話で委託医療機関へ
中央保健福祉センター☎366－7489

高齢者虐待防止講演会「本人も家族も後悔しないため
のかしこい高齢者施設の選び方！弁護士が話します！
命・尊厳を守るためのポイント！」
日時12月3日㈮14時〜16時　会場各会場でZoomによる同時開催（①市民
劇場②常盤平市民センター③新松戸市民センター④各自オンラインで）　
講師ふくろう法律事務所弁護士・松宮良典氏　定員先着①150
人②80人③100人④80人

電話またはFAXで各高齢者いきいき安心センター（①本庁☎363
－6823、 710－7198②常盤平☎330－6150、 330－6260
③新松戸☎346－2500、 346－2514）へ④申し込みフォームで

委託医療機関
一覧

申し込み
フォーム

松戸市
お知らせキャラクター・まつまつ
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11月 11日㈭に、「介護の日」介護保険特集号を発行します。　問介護保険課☎ 366－4101



今月の相談案内 お気軽にご相談ください  ★は昼休みを除く　
※相談は全て無料です。閉庁日の相談はありません。　※新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、日時の変更または中止とする可能性があります。

※公益通報者保護法による外部通報の
受け付け・相談窓口は、広報広聴課
広聴担当室（☎366－1162）です。

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
人権相談

※人権相談は法務局松
戸支局で行っています

㈪〜㈮ 8:30〜17:15 法務局人権ダイヤル☎0570－003－110

無戸籍相談 ㈪〜㈮ 8:30〜17:00 市民課☎710－6080（無戸籍相談ダイヤル）

消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119

消費生活相談 ㈪〜㈮ 8:30〜16:00 消費生活センター☎365－6565

福祉まるごと相談 ㈪〜㈮ 9:00〜16:30 地域包括ケア推進課☎366－1100

障
害
者
相
談

中央基幹相談支援
センターCoCo

㈪〜㈮

8:30〜19:00 総合福祉会館（2階）
※訪問可

☎308－5028
366－1138

小金基幹相談支援
センター

8:30〜17:00
秋山ビル3階（小金442
の14）※訪問可

☎712－2112
712－2126

常盤平基幹相談支援
センターふれあい

ふれあい22（3階）
※訪問可

☎388－6225
388－6222

障害がある人や
事業主からの就労相談

（予約制）
㈪〜㈮ 9:00〜18:00 障害者就業・生活支援センター

ビック・ハート松戸☎343－8855

障害者虐待防止・
障害者差別相談 ㈪〜㈮ 8:30〜19:00

障害者虐待防止・ 障害者差別相談セン
ター（中央基幹相談支援センターCoCo
内）☎366－8376、 366－1138

高齢者・障害者成年
後見制度相談（予約制）

㈫㈮（祝日の場
合は前日） 9:00〜17:00 NPO成年後見センター

しぐなるあいず☎702－7868

㈪〜㈮ 8:30〜17:00
松戸市成年後見支援センター

（松戸市社会福祉協議会）
☎710－6676、 368－0203

労働相談 ㈪㈭
（第3㈭を除く）17:00〜20:00 勤労会館☎365－9666

経営相談（起業を含む）
（予約制） ㈪〜㈮ 9:00〜17:00 松戸商工会議所会館 松戸商工会議所

☎364－3111

若者の就労相談
（予約制） ㈪〜㈯ 9:30〜17:00 松戸商工会議所別館 まつどサポステ

☎703－8301

無料職業
紹介所

65歳以上
㈪〜㈮ 9:00〜17:00★（社福）松戸市社会福祉

協議会

市役所本館1階
☎365－4712

65歳未満 市役所本館3階
☎366－0077

生活に困っている人の
相談 ㈪〜㈮ 9:00〜17:00 松戸市自立相談支援センター

（市役所本館3階）☎366－0077

就学・教育相談（予約制） ㈪〜㈮ 8:30〜17:00 教育研究所（予約専用）☎366－7600

青少年相談
電話

㈫〜㈯ 9:30〜17:00 常盤平児童福祉館☎384－7867
来所予約制

いじめ電話相談 ㈪〜㈮ 8:30〜19:00 ☎703－0602（本人・保護者対象）

ゆうまつど
こころの

相談

女性対象
（予約制）

第1㈪㈭ 14:00〜20:00

男女共同参画課（予約・相談専用）
☎363－0505

第2〜4㈪㈭ 10:00〜16:00 

男性対象
（電話相談） 第1・3㈮ 17:30〜20:30

まつど女性就労・
両立支援相談

（第2㈭は起業相談も）

祝日・
月末日
を除く

㈫㈬㈭ 10:00〜15:00
ゆうまつど（2階）

男女共同参画課
☎364－8783

（予約優先）第1・3㈮ 17:30〜20:30

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ

市政相談・
一般民事相談

㈪〜㈮
(原則電話のみ) 8:30〜17:00★

市役所本館2階相談
コーナー
※最終受付は、各相
談の終了時間のおお
むね30分前
※法律相談は、裁判
中や調停中の事件は
相談できません
※不動産・登記相談
の予約は、相談日の１
カ月前から前日の17
時まで
※税務相談の予約は
相談日の１カ月前から
前々日の17時まで

広報広聴課広聴担
当室
一般民事相談専用
☎366－7319（金
銭・身の上・相続等
の簡単な法解釈を
要する相談）

法律・不動産・税務・
登記相談予約
☎366－1162

行政書士相談予約
同相談事務局・初

は つ み

見
☎316－1950（予
約専用㈪〜㈮9時
〜17時）

法律相談（随時予約）
第1㈪のみ   9:00〜12:00

㈪㈫㈭
（第5㈪・第4㈫除く） 13:00〜17:00

交通事故相談 ㈪㈫㈭
(原則電話のみ) 9:00〜17:00★

行政相談 第2・4㈪ 9:30〜12:00

 行政書士相談（予約制） 第2㈭   9:00〜12:00

不動産相談（予約制） ㈬ 
(第1㈬を除く) 13:00〜17:00

税務相談（予約制） 第2・4㈮ 13:00〜17:00

登記相談（予約制） 第3㈮ 13:00〜16:30

外
国
人
相
談

English
Mon, Tue, Wed 13:00〜16:00 City Hall main Bld. Level2

☎366－9151
※Telephone consultation in English 
is available within the time on the 
left schedule.
※电话中文咨询时间表如左图
※Your information will be strictly 
protected.
※咨询之事保守秘密

※その他
ほか

の言
げ ん ご

語については、モバイル
通
つ う や く き

訳機（テレビ電
で ん わ つ う や く

話通訳）を利
り よ う

用して相
そうだん

談
できます。

Thu, Fri 10:00〜13:00

中文 Chinese
星期一・二・三 10:00〜13:00

星期四・五 13:00〜16:00

Tagalog・Filipino
Tue 13:00〜16:00

Fri 10:00〜13:00

建築士相談（予約優先） 第2㈬   9:00〜12:00
市役所本館2階
相談コーナー

建築士会相談窓口
☎362－8401

住宅リフォーム相談 第3㈬ 10:00〜16:00 住宅政策課
☎366－7366

子育て相談 ㈪〜㈮
  8:30〜17:00

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

CMS☎394－5590

チェリッシュ・サポート・システム
☎308－5880

子すずめ☎387－0124

あおば☎387－5456

はなみずき☎710－8070

グレース☎382－6182

風の丘☎375－8447

  8:30〜22:00 ドリーム☎070－3935－1230

ひとり親（就労等）相談 ㈪〜㈮ 9:00〜17:00★ 子育て支援課☎366－7347

婦人・DV相談 ㈪〜㈮   9:00〜17:00 子ども家庭相談課☎366－3955

家庭児童相談 ㈪〜㈮   9:00〜17:00 子ども家庭相談課☎366－3941

　 環境政策課☎366－7089

家庭でできる
ハクビシン対策

　天井裏などに入られると、ふ
ん尿や騒音などによる生活被害
を受ける可能性があります。

対策◦外壁などを点検し、侵入
できそうな穴を塞

ふ さ

ぐ◦屋根に登
れそうな木の枝を剪

せ ん て い

定・除去す
る◦食べ物（特に甘い物）を放
置しない◦家庭菜園などで出来
た野菜や果物は早めに収穫する

ハクビシンの特徴◦全長約１ｍ
(尻尾を含む）◦体重約2㎏〜4
㎏◦額から鼻先までの白い線◦
長い尻尾◦木登りができる◦直
径約5㎝の穴にも入れる

人が犬にかまれる事故が、令和2年度は県内で175
件発生しました
◦ 飼い犬が人をかんだ時は保健所へ届け出て、かん

だ犬が狂犬病の疑いがないかどうか獣医師の検診
を受けなければなりません

◦ 公園なども含め、犬の放し飼いは千葉県条例で禁
止されています

◦ 散歩は犬を制御できる人が、短い引き綱で行いま
しょう

 ◦ 自宅では来訪者に届かない場所で飼い、門や玄関
から飛び出さないように注意しましょう

◦ 犬の登録と年1回の狂犬病予防接種は、飼い主の義
務です

猫は屋内で飼いましょう
 ◦ 糞尿や鳴き声による被害を防止でき、感染症など

の危険から猫や人を守ることができます
◦ 地域猫活動などで屋外にいる飼い主のいない猫を世

話するときには、特に過度のふれあいは避け、かま
れたりひっかかれたりしないように注意しましょう

以下の場合は保健所への届け出が必要です
 ◦ 91日齢以上の犬・猫合わせて10頭以上飼う場合

は、保健所への届け出が必要です
 ◦ 一部のサル、ヘビなどの特定動物を飼う場合は、

あらかじめ保健所長の許可が必要です
飼い主の守るべきルール
◦ ペットがいなくなったらすぐ探し、保健所・警

察・動物愛護センターに電話などで届け出ましょ
う。また、迷子札を着けたり、動物病院で「マイ
クロチップ」を装着・登録するなどして、保護さ
れた際に飼い主が分かるようにしましょう

 ◦ 動物は責任を持って最後まで面倒を見ましょう。
飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してく
ださい。保健所・動物愛護センターでは飼い主探
しをお手伝いします

 ◦ 事故を起こさないようなしつけ・飼い方をするこ
とが重要です。動物愛護センターでは、定期的に
「犬の飼い方・しつけ方教室」を開催しています

額から鼻先までの
白い線

長い尻尾

｢動物による危害防止対策強化月｢動物による危害防止対策強化月間｣間｣

次のことに注意して、動物による事故や迷惑行為を防止しましょう。

※動物愛護やしつけ方、動物由来感染症などについて説明するため、学校や地域の勉強会にも講師を派遣しています。

松戸保健所（松戸健康福祉センター）☎361－2139
　千葉県動物愛護センター☎0476－93－5711
　千葉県動物愛護センター東葛飾支所☎04－7191－0050

11月は
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◆エスキーテニス体験教室（テニス型室
内スポーツ）
日11/2㈫13時～15時、11/10㈬・24㈬
各12時～14時 会まつど市民活動サポー
トセンター 対60歳以上 定先着5人申ま
つどエスキーテニスクラブ・石井☎090
－3876－4047
●歌謡体操（体と脳の活性）
日11/2㈫・9㈫・16㈫各15時～16時
会新松戸市民センター 対60歳以上の女
性 定各先着3人 費各700円申電話で歌謡
体操・小

こ せ き

関☎090－3579－0190へ
●中国語文法講座
日11月の㈮13時～15時 会勤労会館申
電話で日中友好中国語サークル・恵

え ざ わ

澤☎
090－9369－9412へ
◆司法書士法律相談会
日11月・12月の㈯10時～15時 会松戸
商工会議所（松戸駅下車）定各先着4人
申開催日2週間前から、電話でちば司
法書士総合相談センター☎043－204－
8333へ
●健康体操（ストレッチ、フレイル予防
体操）
日11/9㈫・16㈫・30㈫各13時30分～
15時 会矢切公民館 対60歳～80歳 費各
500円申電話で矢切レクリエーションク
ラブ・田中☎090－6525－1215へ
◆みのり台市民生活セミナー（遺言・相
続・成年後見の講演会と相談会）
日11/11㈭14時～16時 会稔台市民セン
ター 定先着20人申NPOいきいき杉の子
会・安井☎701－5593へ
◆新松戸気功太極拳サークル無料体験
日11/13㈯10時～11時45分 会新松戸
市民センター 定先着10人 問同サーク
ル・福島☎090－6179－6536
◆寅

とら
（干支）を創ってみよう！

日11/15㈪・20㈯各10時～12時 会市
民交流会館（文化施設）定各先着7人費
各3,500円申電話で木目込み人形・羽川
☎342－8229へ

●水彩画体験会
日11/16㈫10時～15時 会戸定邸 持水
彩画道具一式、画用紙 費1,000円申前
日までに、電話で松戸水彩会・陸

りくしま

島☎
080－3504－2624へ
◆ともしび読書会
日11/18㈭13時～15時 会ゆうまつど
持テキスト『三たびの海峡』帚

ははきぎ

木蓬
ほうせい

生
著 費200円申電話で同会・澤☎080－
8907－8098へ
●考えよう！エコな暮らし
日11/19㈮10時～11時30分 会勤労会
館 持筆記用具 費500円申電話で心スッ
キリ☆私にあったお片づけを見つける
会・山崎☎090－2545－4746へ（昼
間のみ）
◆高齢者・障がい者の外出支援の移動サー
ビスボランティア養成研修会〔全2回〕
日①11/20㈯②11/21㈰各10時～17時
会①ふれあい22②NPOたすけあいの会
ふれあいネットまつど研修センター（新
京成常盤平駅下車） 対第1種普通運転
免許証所有者 定先着15人 費15,000円
（テキスト代込み）申電話で同NPO☎
710－7450へ
◆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 11/21㈰9時30分～12時30分〔雨
天時11/28㈰〕 会 21世紀の森と広場　
つどいの広場 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）
◆バナナペーパー、アフリカ布でペット
ボトルXmasランプ！～手作りの可愛い
灯りで心もホットに～
日11/21㈰10時20分～12時 会小金原
体育館 定先着10人 費800円申電話で
H
ハ ッ ト

AT d
デ

e C
コ ー ヒ ー

offee &
アンド

 B
バ ナ ナ

anana・津田☎346
－0307へ

◆成年後見無料相談会
日11/21㈰10時～12時 会千葉県社会
保険労務士会東葛支部（JR新松戸駅下
車） 定先着2人申電話で同支部・白戸☎
090－9752－7644へ
◆認知症に関する相談と交流会（松戸のつどい）
日11/26㈮13時～15時 会稔台市民セン
ター定先着8人申電話で(公社)認知症の
人と家族の会千葉県支部・ちば認知症相
談コールセンター☎043－238－7731
（㈪㈫㈭㈯10時～16時）へ
◆手賀沼流域フォーラム全体企画手賀沼
ふれあい探鳥会～手賀沼周辺の山野と水
辺の鳥を楽しみませんか～
日12/4㈯9時手賀の丘公園どんぐりの
家（柏市）前集合、11時45分解散予定
〔小雨決行〕内スコープや双眼鏡で野
鳥を観察　※参加賞（野鳥缶バッジと野
鳥カード）あり 定40人（抽選)　※要マ
スク着用、小学生以下は要保護者同伴
申11/1㈪9時～11/7㈰17時の間に、申
し込みフォーム https://abikoyacho.
org/で 問我孫子野鳥を守る会事務局
hureaitannchoukai@gmail.com

助成野良猫問題相談会・屋外猫繁殖抑制
講座～住みやすい松戸市にして御近所ト
ラブルも解決～
日①11/24㈬②12/23㈭各13時30分～
16時30分 会①勤労会館②市民交流会館
（文化施設） 定先着①20人②10人 問松
戸地域猫スタートサポート・川野☎080
－3405－8986
●松戸市パークゴルフ大会
日11/27㈯8時15分～13時 会オス
カーパークゴルフ公園船橋コース 内36
ホールストロークプレー 対10歳以上 費
1,700円（会員1,600円）申電話で松
戸市パークゴルフ協会・桜井☎090－
2409－4671へ
◆シニア・初中級者テニス教室
日12月～3月の㈬または㈮各9時～11
時・11時～13時（㈮は除く)・13時～
15時のいずれか 会松戸テニス倶

く ら ぶ

楽部
（金ケ作） 費11,000円申11/28㈰まで
に、電話でシニアテニス世話人・原田☎
080－9983－7469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

※飲み物を持参してください。
※申し込みは全て当日会場で。
※日時の表記がないものは、各体育館のホーム
ページまたは電話で｡　
※マスク着用。
◆ラジオ体操ヨガ、土曜ヨガ
会場小金原体育館　対象18歳以上　
定員各先着16人　費用1回500円
問同体育館☎341－2242
◆①ピラティス②生活筋力向上スロー
トレーニング
会場常盤平体育館　対象18歳以上　
定員各先着①17人②15人　費用1回500円
問同体育館☎386－0111
◆ハワイアンフラ、らくらくエアロ
会場柿ノ木台公園体育館　対象18歳以上
定員各先着25人　費用1回500円
問同体育館☎331－1131
●グラウンド・ゴルフ教室
11/7㈰9時～12時　会場馬橋北小学校
問矢野☎090－3107－0348
●ファミリースポーツ教室
11/7㈰9時～12時　会場新松戸西小学校
問宮崎☎346－4327
●スポレク地域祭グラウンド・ゴルフ
（小金地区）
11/7㈰9時～13時30分　会場小金北小
学校　定員先着140人
問堀☎344－1735

森のホール21 チケットセンター
☎384−3331

受付時間…10時～19時
休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日）
※大・小ホールは森のホール21です。  
※完売の場合あり。  ※詳細はホームページで。

https://www.morinohall21.com/

◆「別れの曲」シネマ＆リサイタル　
近
こんどう

藤嘉
よ し ひ ろ

宏 plays ショパン＆リスト
11/9㈫13時　会場小ホール　費用全席

市民劇場
☎368−0070

休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません｡

　開館状況などはホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

市民会館
☎368−1237

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日
休館）

　開館状況などはホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）
※駐車場は大変混雑いたします。電車・バスをご利用ください。
※会員先行販売で予定枚数が終了した場合、一般販売はありません。

  森のホール21　今月の催し物　　 ☎384−5050
日時 内容（★は有料） 問い合わせ

大
ホ
ー
ル

7㈰ 17:00
スターダスト☆レビュー　40周年ライ
ブツアー「年中模索」〜しばらくは、コ
ール＆ノーレスポンスで〜　★

ソーゴー東京
☎03－3405－9999

17㈬ 13:00 市川海老蔵特別公演　
アース＆ヒューマン　★

Z
ゼ ン エ イ

en-A☎03－3538－2300
（平日11：00〜19：00）

26㈮ 14:00
17:00

しまじろうコンサート　しまじろうと 
クリスマスの　ねがいごと　★

しまじろうコンサートお客さま
窓口
☎0120－988－883

27㈯
11:00
14:00
17:00

28㈰
11:00
14:00
17:00

小
ホ
ー
ル

5㈮ 19:00
バトンパスコンサート 松戸公演  ｖｏｌ.9　
新進気鋭のアーティストが 人から人へ
つなぐコンサートシリーズ　★

佐川☎080－5653－1884

9㈫ 13:00 「別れの曲」シネマ＆リサイタル 近藤
嘉宏ｐｌａｙｓショパン＆リスト　★ 楽

が く が か い

画会☎03－3498－2508

13㈯ 14:00
18:00 ザ・ニュースペーパー　LIVE　2021　★ Ro-Onチケット

☎365－9960

自由前売4,000円（当日4,500円)　
※未就学児入場不可
◆MIN-ONスペシャル・ライブ
木
き ね

根尚
な お と

登×佐
さ と う

藤竹
ち く ぜ ん

善 My Favorite 
Songs
12/1㈬18時30分　会場大ホール　費用
全席指定S席6,500円、A席6,000円、B席
5,500円　※未就学児入場不可

◆高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト 
コンサートツアー 2021
12/12㈰14時30分　会場大ホール　費用
全席指定6,800円　※未就学児入場不可
◆森のホール名曲コンサート　浮

う き が や

ケ谷
孝
た か お

夫指揮　務
む か わ

川慧
け い ご

悟ピアノ　東京21世
紀管弦楽団　松戸公演
12/19㈰14時　会場大ホール　費用全席
指定S席4,500円、A席4,000円、学生席
2,000円（大学生以下）　※未就学児入場
不可
◆木

き や ま

山裕
ゆ う さ く

策と歌声カルテットの昭和歌
謡コンサート　
12/23㈭13時　会場小ホール　費用全席
自由前売2,000円　(当日2,500円)
◆初笑い!!新春特選落語会 柳

や な ぎ や

家花
か

緑
ろく

・
柳
やなぎや

家喬
きょうたろう

太郎・柳
りゅうてい

亭小
こ ち ら く

痴楽 with ナイツ
R4/1/8㈯13時30分　会場大ホール　費
用全席指定S席3,700円、A席3,200円　
※未就学児入場不可

●古希松戸シニアスターズ（軟式野球)
日㈬㈮13時～16時30分 会金ケ作公園
他対69歳以上定先着10人費年15,000
円問斉藤☎090－8455－1434
●グローリーテニスクラブ
日㈮10時～12時 会松戸テニス倶

く ら ぶ

楽部
（金ケ作）対 男性60歳以上、女性55歳
以上定先着10人費1回400円（年3,000
円）問服部☎080－8740－6732
●稔台リズム体操同好会
日㈯9時25分～11時 会稔台市民セン
ター 内ストレッチ、ダンスなど対女性
費月2,500円 1,000円 問矢吹☎090
－1606－7607

◆矢切ハワイアンダンスクラブ（フラダ
ンス)
日第2・4㈮13時～15時 会矢切公民館
費月700円 1,000円 問大場☎090
－5211－9622
◆股関節柔軟体操
日第1・3㈰13時～14時30分 会市民
会館 費月2,000円 問長谷部☎090－
8565－1290
◆中国語学習交流会（中国語会話）
日㈯10時～12時会勤労会館費月3,200
円 1,000円 問吉田☎090－5258－
5570

会 員 募 集
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アプリは無料でダウンロードできます。詳細は市ホームページをご覧ください。　問広報広聴課（広報担当）☎366－7320



人口と世帯 〔2021（令和3）年10月1日現在〕 〔　〕内は前月比

※住民基本台帳の登録数に基づき集計した人口です。

人口 497,614  人 〔 △223 〕 男 247,279  人〔 △145〕
世帯 244,681  世帯〔 △101 〕 女 250,335  人〔 △78〕2021.11.1

（令和3年）

12

　市民の皆さんの声を直接お聞きするため、市長専用のFAX（
366－2301）および市ホームページに市長メール送信窓口を設
けています。市政に関する建設的なご意見をお寄せください（住
所・氏名などをご記載ください）。

松戸市長   本
ほ ん ご う や

郷谷 健
け ん じ

次

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。

莉り

ほ歩
ち
ゃ
ん

光あ
か
り

ち
ゃ
ん

莉り

お緒
ち
ゃ
ん

令和2年8月生
いつもニコニコ笑顔で癒し
をありがとう！
これからも元気にすくすく
育ってね♡

令和3年5月生 
おしゃべりが大好きでいっぱいお
話ししてくれます。何事にも真剣
に取り組んでくれる光ちゃん。こ
れからも元気に逞しく育ってね！

令和元年12月生
よく食べて、よく笑って、よく泣
いて、元気いっぱいの女の子で
す。これからも、すくすく大きく
なってね！

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!
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　新型コロナウイルス新規感染者が200人を超える日
もあった時期から一転、今では0人の日も珍しくあり
ません。しかしながら、昨年4月から今年8月まで、4
カ月周期で感染拡大が起きています。理由は分かりま
せんが、この周期でいくと12月から年明けにかけて
第6波が発生してもおかしくありません。
　しかし、これまでと違うことはワクチン接種が進ん
でいることです。県によると、70歳以上で2回目の接
種から15日以上経過した方は、接種していない方と
比較して93％感染しにくく、死亡も97％抑えられた
という分析結果を発表しました。市内のワクチン接種
率（10月21日終了時点）を年代別にみますと、1回
以上接種した方が65歳以上は90％ですが、10代は
53％、20代は57％、30代は61％となっています。
接種券を持っていなくても、予約不要で接種ができる
接種枠を10月下旬から実施していますが、11月にも
実施する予定です。ぜひ若い世代の方には感染や重症
化を防ぐためにもワクチンを接種していただきたいと
思います。
　新型コロナウイルスの蔓延防止と共に、市内の経済
活動等の再開も進めていかなければなりません。市で
は、個人消費の喚起と市内事業者への支援として、1
万円で3千円のプレミアムが付いた商品券を10月20
日から販売しています。商品券は15万セット、総額
19億5千万円分を用意しています。申し込みは11月7
日㈰までとなっていますので、ぜひご利用ください。
　地球温暖化抑止、脱炭素社会を実現し、人類が地球
に永遠に住み続けられるような持続可能な社会を構築
することが何よりも大切です。市では、これまでも個
別課題に取り組んできました。その結果として、日本
経済新聞社が実施した「全国市区第2回SDGs先進度
調査」において、県内2位の評価をいただいていま
す。取り組みをさらに強力に進めるため、今年8月、
庁内にSDGs推進本部を設置しました。また、県内自
治体では初めて、千葉銀行と「地方創生SDGsに関す
る包括連携協定」を締結。市単独では解決できない課
題がありますので、地元に根差し、様々な知見を持つ
千葉銀行にも協力していただきSDGsの達成に貢献し
ていきたいと思います。

ワクチン接種と経済活動の再開

日時11月11日㈭10時～18時
会場キテミテマツド9階アー
トスポットまつど
展示コーナー●聖火リレー
トーチ●メダリストパネル
（市ゆかりの選手）
体験コーナー体験用トーチ
に触れることができます。
※展示品のトーチではありません。
費用無料　※来場者数によっては入場制限
を行います。　※中止や延期の場合は、市
ホームページでお知らせします。

アプリ「カタログポケット」
広報まつどをスマートフォンで閲覧でき
ます。 10言語・自動読み上げに対応。
Read in multi languages!

カタログポケット

東京2020大会の
聖火リレートーチを展示します

市ホームページ

展示イメージ

東京2020パラリンピック東京2020パラリンピック

佐々木元
も と

選手が松戸市を表敬訪問

車いすラグビー男女混合車いすラグビー男女混合でで銅メダル獲得銅メダル獲得
羽羽

は が

賀賀理理
ま さ ゆ き

之之選手選手がが松戸市松戸市をを表敬表敬訪問訪問

　令和6年パリ五輪で正式種目が期待される「BMX
フリースタイルフラットランド」の全日本選手権が9
月25日㈯・26日㈰に行われ、松戸市在住の佐々木選
手が3連覇を達成しました。
　佐々木選手は、BMX界で最も権威あるアワード
“N

ノ ラ

ORA C
カ ッ プ

UP”を、アジア人初の2年連続受賞する
など、世界を代表するライダーです。
　「世界で一番練習している自信がある」とパリ五輪
出場の意欲とともに、松戸市の子どもたちに「好き
なことをとことんやってほしい。そうすれば必ず何
かにつながる」とメッセージをくれました。
　今後も佐々木選手のさらなる活躍に期待し、みん
なで応援しましょう！

　東京2020パラリンピック車いす
ラグビー男女混合で2016年のリオ
デジャネイロ大会に続く2大会連
続の銅メダルを獲得した羽賀選手
が、大会報告のために松戸市役所
を訪問しました。
　今大会、羽賀選手は副主将を務
め、大事な場面で得点するなど銅
メダル獲得に貢献しました。「皆
さんの応援のおかげで銅メダルを
松戸に持って帰ってくることがで
きた。2024年パリ大会では代表
選手として金メダル獲得を目指
す。」と今後の意気込みを語って
くれました。
　羽賀選手のさらなる活躍に期待
し、みんなで応援しましょう。

表敬訪問した際の佐々木選手

表敬訪問した際の羽賀選手

全日本BMXフリースタイル選手権3連覇

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081
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	広報まつど8面_1021
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