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　聴く人の心に届く歌声
を目標に練習してきまし
た。大会では、久しぶり
に観客の方々の前で歌う
ことができ、歌を届ける
ことはなんと気持ちが良
いことなのかと改めて実
感しました。後輩には、金賞を目指す気持
ちを忘れず歌い続けてほしいです。

　先生の下で、自分たちが
何を考えて歌うべきか明確
になりました。「楽しんで
合唱する」という気持ちを
大切に練習してきた結果、
全国大会へ出場することに
なり本当に夢のようでし
た。後輩にはこの貴重な経験を活かし、合唱
の楽しさを忘れずに歌い続けてほしいです。

　コロナ禍で練習量が減るたびに不安が重なりまし
た。しかし部員同士で上下関係なく団結して、笑顔を
忘れず、顧問の先生の指導方針である「自分たちで考
える」を大事に、意見を出し合いながら部活を進めて
こられたのが賞を取れた大きな要因だと思います。

　素直が取り柄で、率先
して動ける部員たちとひ
たむきに練習し、コロナ
禍を乗り越えて賞を得る
ことができました。後輩
には、技術だけでなく学
年の垣根を越えて共に
経験した体験を受け継
いでいってほしいです。

ながのしずく

部長・長野 雫さん

東日本学校吹奏楽大会銀賞 全日本合唱コンクール混声合唱の部・
同声合唱の部 銀賞

第一中学校 合唱部第三中学校 吹奏楽部

AWARD 東日本学校吹奏楽大会金賞

市立松戸高等学校 吹奏楽部

全日本合唱コンクール同声合唱の部 銀賞
第四中学校 合唱部

第四中学校 吹奏楽部 
東日本学校吹奏楽大会金賞AWARD 東関東吹奏楽コンクールA部門 金賞AWARD

第六中学校 管弦楽部

河原塚中学校 合唱部

専修大学松戸高等学校 合唱部

光英VERITAS中学校・高等学校 吹奏楽部
ヴェリタス

かわかみ

たしろ りんか

な な
部長・川上奈々さん（写真左）、
副部長・田代凜花さん

部長・伊藤果音さん
いとう かのん 部長・押本基花さん

おしもとのりか

AWARD AWARD AWARD

東関東吹奏楽コンクールＢ部門金賞AWARD

関東合唱コンクール金賞AWARD

NHK学校音楽コンクール
関東甲信越ブロック銅賞

AWARD

吹奏楽部や合唱部などの部活動が盛んと言われる県内でも、屈指の実力校がそろう松戸市。吹奏楽部や合唱部などの部活動が盛んと言われる県内でも、屈指の実力校がそろう松戸市。
コロナ禍でも一生懸命部活に打ち込み、市内の5校が全国大会・東日本大会に出場し、2校が金賞コロナ禍でも一生懸命部活に打ち込み、市内の5校が全国大会・東日本大会に出場し、2校が金賞、、3校が銀賞を受賞しました。3校が銀賞を受賞しました。

11月5日㈮時点で終了したコンクールの情報です。11月5日㈮時点で終了したコンクールの情報です。

市内の生徒が で大活躍音楽コンクール

市ホームページ
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●市の財政事情を公表します
●衆議院議員総選挙 松戸市の結果
●松戸モリヒロフェスタ＆ドコでもシアター
●ウインターイルミネーション2021
●矢切ねぎを販売しますNo.1718

11/1511/15
2021（令和3）年

11月30日㈫は固定資産税・都市計画税（償却資産を含む）第3期の納期限です。 収納課☎366－7325

　各学校の詳細は市ホームページ
「まつまど」で紹介しています。
ぜひご覧ください。

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/

写真提供　株式会社フォトライフ
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財政事情 　市では、皆さんに負担していただいた税金や、国・県からの支出金、市債など（歳入）がどのように使われたのか
（歳出）を知っていただくため、皆さんに市の家計簿とも言うべき財政事情を定期的に公表しています。市の財政事情を
ご理解いただき、市政へのご協力をお願いします。　※詳細は市ホームページをご覧ください。

令和2年度決算概要

令和3年度予算執行状況

一般会計

①市税＝市民税・固定資産税・市たばこ税・都市計画税など
②利子割交付金＝県税として徴収した租税から交付されたもの
③地方消費税交付金＝消費税のうち、地方消費税として県が精算後交付したもの
④地方特例交付金＝減税に伴う税金の減収の一部を補てんするため、国から交付されたもの
⑤地方交付税＝市が標準的な仕事をしていく上で、必要な経費を算出し国から交付されたもの
⑥分担金および負担金＝法律や条例に基づき、利益を受ける者にその費用の一部を負担してもらうもの
⑦使用料および手数料＝市の財産を使用した人や、特定のサービスを受けた人からの対価
⑧国庫支出金＝国が交付する負担金・補助金・委託金
⑨県支出金＝県が交付する負担金・補助金・委託金
⑩繰越金＝前年度から繰越したお金　　⑪諸収入＝税の延滞金、雑入など
⑫市債＝市が国や金融機関などから長期に借りたお金
⑬その他＝地方譲与税、財産収入など

①総務費＝特別定額給付金の支給、市役所の
事務管理や広報まつどの発行など

②民生費＝社会福祉や児童福祉の充実など
③衛生費＝ごみ対策や保健衛生の充実など
④商工費＝商店街の充実、事業の振興のため
⑤土木費＝道路・河川・公園の整備など
⑥消防費＝消防・防災対策など
⑦教育費＝教育・文化・スポーツの振興など
⑧公債費＝市債の返済に充てるもの
⑨その他＝議会費、労働費、農林水産業費、

災害復旧費、諸支出金

⑬その他40億2,790万円（1.9％）

①総務費
628億3,269万円
（30.2％）

②民生費
824億7,661万円
（39.6％）

③衛生費
157億5,124万円（7.6％）

④商工費
13億4,346万円（0.6％）

⑤土木費
133億6,056万円（6.4％）

⑥消防費
61億9,955万円（3.0％）

歳
入
の
説
明

歳
出
の
説
明

会計名 予算現額 収入済額 支出済額
国民健康保険特別会計 432億4,240万円 422億2,195万円 415億3,596万円
松戸競輪特別会計 193億6,515万円 195億3,643万円 181億2,010万円

公設地方卸売市場事業特別会計 1億1,434万円 1億1,961万円 1億 927万円
駐車場事業特別会計 1億5,260万円 1億6,795万円 7,261万円
介護保険特別会計 410億1,948万円 394億2,216万円 371億5,006万円

後期高齢者医療特別会計 66億 569万円 65億4,007万円 65億 2万円
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 2億4,495万円 1億9,520万円 1億3,287万円

合計 1,107億4,461万円 1,082億 337万円 1,036億2 ,089万円

特別会計

企業会計
会計名 区分 予算 決算

水道事業会計

収益的収入 17億3,189万円 17億5,553万円
収益的支出 16億9,019万円 16億1,301万円
資本的収入 4,765万円 6,720万円
資本的支出 5億2,310万円 5億 226万円

病院事業会計

収益的収入 240億4,553万円 243億1,388万円
収益的支出 260億8,853万円 248億4,741万円
資本的収入 43億1,182万円 43億3,316万円
資本的支出 20億5,040万円 20億2,647万円

下水道事業会計

収益的収入 119億4,821万円 125億5,674万円
収益的支出 117億7,338万円 116億6,015万円
資本的収入 66億9,730万円 51億2,263万円
資本的支出 98億4,922万円 80億6,049万円

市内の水道は、県営のもの
と市営のものがあります。
これは市営のものです。

総合医療センターと福祉医
療センター東松戸病院を合
わせた収支です。

下水道は市内全域のもので
す。

収益的収入・支出=事業活動に伴い生じる収入と支出　資本的収入・支出=建物や機械などの資産の購入・売却によ
る収入と支出　※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。

●健全化判断比率

●一般会計・歳入 ●特別会計

●令和2年度に行った	
　主な事業（金額は予算執行額）

●資金不足比率

●一般会計から特別・企業会計への繰出金の状況
款 会計名 令和3年度予算額 令和2年度決算額

民生費
国民健康保険特別会計 27億1,419万円 27億8,871万円
介護保険特別会計 60億 711万円 62億9,880万円

後期高齢者医療特別会計 10億8,757万円 10億2,179万円

衛生費 水道事業会計 3,332万円 3,491万円
病院事業会計 29億4,656万円 34億3,641万円

商工費 公設地方卸売市場事業特別会計 6,336万円 7,155万円

土木費

駐車場事業特別会計 0円 360万円
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 1億9,284万円 1億9,519万円

下水道事業会計 30億5,000万円 31億円
合計 160億9,495万円 169億5,096万円

●住民負担状況
区分 1世帯あたり 1人あたり
市民税 15万 471円 7万3,750円
固定資産税 10万2,679円 5万 326円
都市計画税 1万7,438円 8,547円
その他 1万7,791円 8,720円
合計 28万8,379円 14万1,343円

※令和3年3月31日現在の人口・世帯数で算出。

総務費	
●特別定額給付金の給付に
499億6,797万円

民生費
●コロナ禍における
ひとり親世帯への支援に
7億6,078万円

衛生費
●各種予防接種に
15億3,758万円

商工費
●事業者緊急支援に
5億5,530万円

土木費
●道路改良に
9億8,061万円

教育費	 	
●小中学校の施設維持管理に
19億1,626万円

科目 予算現額 収入済額
金額 収入率

市税 678億 200万円 393億2,692万円 58.0%
地方交付税 83億8,774万円 59億7,718万円 71.3%
国庫支出金 419億4,719万円 147億4,529万円 35.2%
市債 173億7,420万円 0円 0.0%

県支出金など 368億8,802万円 169億9,746万円 46.1%
合計 1,723億9,915万円 770億4,685万円 44.7%

繰越分 45億7,318万円 9億5,346万円 20.8%

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 427億2,486万円 198億 842万円 46.4% 162億9,456万円 38.1%
松戸競輪特別会計 193億7,247万円 90億8,120万円 46.9% 69億7,895万円 36.0%

公設地方卸売市場事業特別会計 1億1,650万円 6,046万円 51.9% 4,668万円 40.1%
駐車場事業特別会計 1億5,900万円 1億3,762万円 86.6% 2,046万円 12.9%
介護保険特別会計 395億4,868万円 207億7,651万円 52.5% 154億4,395万円 39.1%

後期高齢者医療特別会計 67億 972万円 26億1,964万円 39.0% 15億1,136万円 22.5%
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
10億8,298万円 1億5,558万円 14.4% 2億3,170万円 21.4%

合計 1,097億1,421万円 526億3,943万円 48.0% 405億2,766万円 36.9%

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 16億9,036万円 8億 880万円 47.8%
収益的支出 16億2,513万円 4億5,662万円 28.1%
資本的収入 2,412万円 856万円 35.5%
資本的支出 7億4,800万円 1億2,829万円 17.2%

病院事業会計

収益的収入 240億3,294万円 93億3,011万円 38.8%
収益的支出 257億8,576万円 93億9,480万円 36.4%
資本的収入 16億9,115万円 7億4,117万円 43.8%
資本的支出 24億3,912万円 7億8,688万円 32.3%

下水道事業会計

収益的収入 119億 422万円 39億3,045万円 33.0%
収益的支出 116億6,861万円 23億2,762万円 19.9%
資本的収入 67億7,508万円 14億9,437万円 22.1%
資本的支出 99億1,512万円 34億2,739万円 34.6%

市有財産の現在高
令和3年9月30日現在

地方債の現在高
令和3年9月30日現在
1,860億1,969万円

●財政調整基金　他25基金
　318億9,101万6千円
●有価証券および出資による権利
　21億7,725万2千円

●土地および建物
　土地＝3,237,566.68㎡
　建物＝	 880,602.43㎡
●車両
　総台数388台

●一般会計	 ＝1,161億2,718万円
●企業会計	 ＝698億9,251万円
●一時借入金	＝なし

上半期（4月1日～9月30日）の予算執行状況について公表します

指標名 算定
結果 早期健全基準 財政再生基準

実質赤字比率 －％ 11.25% 20.00%
連結実質赤字比率 －％ 16.25% 30.00%
実質公債費比率 1.0% 25.0% 35.0%
将来負担比率 2.4％ 350.0%

●企業会計
※繰越分を含みます。
※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。

①市税
704億3,357万円
（32.8％）

②利子割交付金
6,400万円（0.0％）

③地方消費税交付金
97億3,217万円（4.5％）

④地方特例交付金
4億8,007万円（0.2％）

⑤地方交付税
76億9,146万円（3.6％）

⑥分担金および負担金
8億7,323万円（0.4％）

⑦使用料および手数料
27億4,359万円（1.3％）

⑧国庫支出金⑧国庫支出金
884億1,342万円884億1,342万円
（41.1％）（41.1％）

⑨県支出金
112億556万円（5.2％）

⑩繰越金
62億592万円（2.9％）

⑪諸収入29億2,081万円（1.4％）
⑫市債101億5,420万円（4.7％）

⑦教育費139億6,381万円（6.7％）
⑧公債費109億9,076万円（5.3％）

⑨その他
13億627万円（0.6％）

特別会計・
企業会計の名称

算定
結果

経営健全化
基準

公設地方卸売市場
事業 －％

20.0%

松戸都市計画事業
新松戸駅東側地区
土地区画整理事業

－％

水道事業 －％
病院事業 －％
下水道事業 －％

※実質赤字比率、連結実質赤字比率および、資金不足比
率は、各会計とも黒字であり、算定の基礎である赤字
額および資金不足額が生じないため「－％」で表示し
ています。

科目 予算現額 支出済額
金額 執行率

総務費 138億4,322万円 49億4,692万円 35.7%
民生費 847億5,552万円 379億2,865万円 44.8%
衛生費 226億 923万円 90億2,731万円 39.9%
土木費 146億9,988万円 63億1,825万円 43.0%
教育費 143億7,449万円 52億7,110万円 36.7%
公債費 122億3,431万円 53億1,668万円 43.5%
消防費など 98億8,250万円 41億1,046万円 41.6%
　合計　 1,723億9,915万円 729億1,937万円 42.3%

繰越分 45億7,318万円 13億1,092万円 28.7%

●一般会計・歳出

健全化判断比率等

歳入 歳出2,149億4,590万円 2,082億2,495万円

財政課☎366－7076

広報まつど　2021（令和3）年11月15日

11月25日㈭に、新型コロナウイルス感染症特集号を発行します。　問健康福祉政策課☎704－0055



令和4年消防出初式は中止します
問消防総務課☎363－1116

マイナンバーカードを利用してe–Tax
で税申告を行う予定の人はカードの発
行申請をお早めに

　カードの発行には1カ月半ほどかか
ります問松戸市マイナンバーカード交付
に係るコールセンター☎366－8178
（㈪～㈮8時30分～17時）

空調機改修工事のためゆうまつどの
一部施設の貸出を休止します
期間12/1㈬～R4/3月上旬　※工事期
間が変更となる場合があります対多目
的室1・2、研修室、こどもの部屋問ゆ
うまつど☎364－8778

固定資産税と都市計画税の土地の利用
状況や家屋の用途変更がある場合はご
連絡ください

　課税される年の1/1現在、居住する
ための家屋（住宅・アパート・マンショ
ンなど）の敷地となっている土地は、
住宅用地の特例が適用さ
れます　※詳細は市ホー
ムページをご覧ください
問固定資産税課☎366－
7323

10月の防災行政無線で4件の行方不
明高齢者の探索を行い、全て発見さ
れました

  ご協力ありがとうございました。な
お、情報提供は最寄りの交番または警
察署へお願いします問地域包括ケア推
進課☎366－7343

在宅で要介護者を介護している人に
家族介護慰労金を支給します
対以下の全てに該当する人◦要介護4
または5の人と同居し、在宅で介護し
ている住民税非課税世帯◦要介護者が
過去１年間に介護サービスを受けてい
ない（ショートステイの利用は通算7
日以内）◦要介護者の過去１年間の病
院への入院期間が通算90日以内支給額
10万円申電話で介護保険課給付班☎
366－7067へ

令和4年度市立保育所給食材料供給者
募集

　安全で良質な食材を安定的に供給・
納品できる業者を募集します。詳細は
11/24㈬までにお問い合わせください
問保育課☎366－7351

安全・快適まちづくり協議会委員を公
募します
委嘱期間 R4/2/16～R6/2/15対他の公
募委員を5つ以上務めていない市内在
住の20歳以上定3人以内（書類審査あ
り)レポートテーマ ｢マナーを守る人の住
むまちを実現するには」松戸市安全で
快適なまちづくり条例を読んで、環境
美化、環境浄化、防犯の観点から800
字程度で　※条例は、市ホームページ
または市民安全課で閲覧、郵送対応可
申12/17㈮〔必着〕までに、住所・氏
名・年齢・電話番号を記載したレポー
トを郵送またはEメール（件名「協議会
委員応募｣）で〒271－
8588松戸市役所　市民
安全課 mcanzen@city.
matsudo.chiba.jp（☎
366－7285）へ

子ども発達センター医師募集
採用日R4/4/1勤務先同センター（健康福
祉会館内）業務内容 18歳未満の発達障
害児等の診療、各専門職へ療育の指示
応募資格小児科専門医の資格を有し、
発達障害児の診察経験があるS32/4/2
以降生まれの人募集人数 1人申11/30
㈫〔消印有効〕までに市ホームページ
からダウンロードできる
申請書類を〒271－8588
松戸市役所　人事課 (☎
366－7306）へ

会計年度任用職員①助産師②保健師
募集
勤務日時平日①週1日②週1～4日各8
時30分～17時　※応相談勤務先①中
央②小金・常盤平各保健福祉センター
業務内容①相談と家庭訪問など②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各有資格
者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

狩猟期間は11/15㈪～R4/2/15㈫です
  狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟
に努めましょう問千葉県自然保護課☎
043－223－2972

野鳥観察会（江戸川・主水）
日 11/20㈯7時50分松戸駅東口デッキ
集合、11時30分ごろ現地解散〔雨天時
は集合場所で開催可否を決定〕持筆記
用具・観察用具など費100円（別途交
通費）申当日集合場所で問 (公財)松戸
みどりと花の基金☎710－2851

おもちゃの病院（おもちゃの無料修理)
日 11/23㈷10時30分～13時30分会小
金市民センター定先着20組申電話で同
センター☎343－8641へ

千葉県民のつどい チバテレ特別番組
｢見守り 寄り添い 支えあう ～千葉の犯
罪被害者支援～」

　毎年犯罪被害者週間に県が開催して
いる「千葉県民のつどい」を、今年度
はテレビで放送します放送日時 11/27
㈯9時30分～9時55分問市民安全課☎
366－7285

千葉県福祉機器展2021
日 11/27㈯10時～17時会千葉県福祉ふ
れあいプラザ（我孫子市）内介護ロボッ
ト地域フォーラム申電話またはEメール
で同プラザ☎04－7165－2886、
kaijitsu@furepla.jpへ

家族で考える公的年金と働き方①講座
②就職相談会
日 11/27㈯①13時～15時②15時～15
時30分会まつど地域若者サポートス
テーション（まつどサポステ）対これ
から働こうと考えている15歳～49歳ま
たはその家族定先着3組申電話でまつ
どサポステ☎703－8301（㈪～㈯9時
30分～16時30分）へ

新松戸出張 ! NPO・市民活動よろず
相談室「今さら聞きづらい？オンラ
イン会議のはじめ方～参加の仕方か
ら主催になる方法～」
日 11/30㈫10時～12時会新松戸市民
活動支援コーナー講まつど市民活動サ
ポートセンター長持Wi-Fiに接続でき

るノートパソコンまたはスマートフォ
ン対NPOや市民活動の運営に関わって
いる人定先着15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

親子で作るクリスマスリース
日 12/4㈯13時30分～15時30分会東部
市民センター定先着8組持はさみ・持
ち帰り用袋費1組800円申電話で同セ
ンター☎391－3701へ

NPO・市民活動よろず講座①ゲームを
しながら社会課題を考える～コミュニ
ティコーピング:超高齢社会を体験で
きるボードゲーム～②松戸e–コミュニ
ティ塾〔全4回〕
日①12/11㈯13時30分～15時30分
②12/18㈯、R4/1/15㈯、2/5㈯・19
㈯各13時～15時30分会まつど市民活
動サポートセンター講①まちづくり
ゲーム団体U

ウ ボ ラ ボ

rbolab代表・上原一
か ず き

紀氏
②NPO CRファクトリー代表理事・呉

ご

哲
てつあき

煥氏定各先着①32人②5団体　※同
じ団体から複数名参加可対①小学5年
生以上（小学生は要保護者同伴）②地
域の活動や団体の運営に関わっている
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

国際交流パーティー（軽食、抽選会、
民族衣装ファッションショーなど）
日 12/12㈰13時～15時会森のホール
21レセプションホール定先着100人費
2,000円（会員1,000円、小学生以下は
無料）申11/30㈫までに申
し込みフォームで　※団体
会員は5人まで問 (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）
日 12/15㈬10時～10時30分〔雨天中
止〕会稔台公園（稔台2の21の16）定
先着100人問市民安全課☎366－7285

(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、
タブレットの操作、Windows10の操
作、Word・Excel、個別相談費要問い
合わせ問同センター☎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、宅地建物取引士費要問
い合わせ問同センター☎349－3200

ちばハートフル・ヒューマンフェスタ
日 12/15㈬まで会同フェスタホーム
ページでのオンライン配信
内タレント・スマイリーキ
クチ氏による講演他問千
葉県健康福祉政策課人権室
☎043－223－2348

国民健康保険運営協議会
日11/18㈭13時30分から会市役所新
館7階大会議室傍聴定員先着5人程度
（13時まで国民健康保険課窓口で受け
付け）問同課企画調整班☎366－7307

水道事業運営審議会
日 11/26㈮14時から会市役所新館5階
市民サロン傍聴定員先着5人（13時30
分から13時45分まで受け付け）問水道
部総務課☎341－0430

同フェスタ
ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

申し込み
フォーム

市ホームページ

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　

当日
有権
者数

千葉県第6区 千葉県第7区

271,633人 142,837人

小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙

届出
番号 候補者氏名 得票数 届出

番号 候補者氏名 得票数

1 藤巻　けんた 36,137票 1 内山　あきら 9,125票
2 渡辺　ひろみち 58,683票 2 さいとう　健 41,033票
3 浅野　ふみ子 22,863票 3 竹内　千春 24,250票
4 生方　幸夫 21,764票 4 渡辺　くにひろ 1,664票

投票者数 143,496人 投票者数 77,814人
投票率　 52.83％ 投票率　 54.48％

比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

届出
番号 政党等の名称 得票数

千葉県第6区 千葉県第7区 松戸市合計
1 社会民主党 2,184 票 1,107 票 3,291 票
2 れいわ新選組 5,451 票 2,764 票 8,215 票
3 日本共産党 11,764 票 5,903 票 17,667 票
4 立憲民主党 25,330.981票 16,845.817票 42,176.798票
5 公明党 18,149 票 9,241 票 27,390 票
6 国民民主党 7,593.018票 3,835.182票 11,428.2 票
7 自由民主党 44,895 票 25,591 票 70,486 票
8 日本維新の会 23,102 票 9,957 票 33,059 票

9 ＮＨＫと裁判してる党 
弁護士法７２条違反で 2,150 票 1,135 票 3,285 票

千葉県第6区 千葉県第7区
投票者数 143,483人 投票者数 77,802人
投票率　 52.82％ 投票率　 54.47％

10月31日執行  衆議院議員総選挙
松戸市の結果 問選挙管理委員会事務局☎366－7386

※当日有権者数・投票者数には、在外選挙人名簿登録者数も含まれています。 
※ 千葉県全体の結果は、千葉県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
※ 得票数欄の小数点以下は按分票によるものです。    
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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。

松戸モリヒロフェスタ
～おいしい・たのしい・おしゃんてぃ～
11月20日㈯・21日㈰9時30分～15時30分
〔荒天中止〕
　広大な自然の中で、地元アーティストによる
素敵な演奏と、キッチンカーによるおいしいグ
ルメを楽しみませんか？
会場同広場内光と風の広場、水とこかげの広場
※今年は規模を縮小して実施します。ラーメンフェスの開催
はありません。詳細は市ホームページをご覧ください。

21世紀の森と広場ドコでもシアター
奏でる想い、重なる秋
11月28日㈰ 第1部 11時～12時 第2部13時30分～14時30分
　自然あふれる公園内で、クラシックやジャズ、ポップスなど秋の心
地良さを感じる音楽を演奏します。
ブランチマルシェによる軽食（有料）
の提供もあります（10時30分〜15
時、無くなり次第終了）。
会場同広場内光と風の広場
出演竜馬f

フ ロ ム

rom竜馬四重奏、真島聡史
費用無料

21世紀の森と広場で楽しむ
食欲の秋 音楽の秋

�同広場管理事務所☎345－8900

　長期滞在プログラムもいよいよ終
盤。アーティストたちは滞在中、制作
過程に出会ったものや協力いただいた
人たちの影響を受け、作品のアイデア
がどんどん変わっていきました。ぜ
ひ、彼らの活動報告や松戸での滞在の
感想を聞いてください。
日時11月28日㈰15時〜17時
会場パラダイスエア（松戸駅下車）
参加アーティストラルフ・ルムブレス（フィリピン）、
田中堅

け ん た

大（日本）、アンナ・チェレニコヴァ（ス
ウェーデン）　費用無料
※詳細はパラダイスエアウェブサイトをご覧ください。

パラダイスエア
ロングステイ・プログラム滞在報告会ロングステイ・プログラム滞在報告会

�(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

　青少年健全育成の一環として行った、市内小・中学生対象のポス
ターコンクールで市長賞を受賞した作品を展示します。
日時11月15日㈪〜12月1日㈬8時30分〜17時（初日は13時から、
最終日は12時まで）
会場市役所１階連絡通路　テーマ思いやり　応募数1,171点（41校）
市長賞受賞作品

児
こ だ ま

玉花
はな

（北部小4年）

明るい社会づくりポスターコンクール
入賞作品を紹介します入賞作品を紹介します
�明るい社会づくり運動松戸協議会☎365－7389

長
なが さ き

崎莉
り こ

子
（小金中2年）

石
い し べ

部栞
し お り

里
（小金中2年）

白
しら い し

石暖
ひ な た

心
（第五中1年）

佐
さ の

野愛
あ い か

佳
（第五中3年）

　新型コロナウイルス感染症の影響により延期
していましたが、改めて作品を募集します。
会期12月7日㈫〜19日㈰10時〜18時（13日㈪
を除く、19日㈰は15時まで）　会場文化ホール
出品部門①日本画②洋画（版画含む）③彫刻　
出品資格市内在住・在勤・在学・出身または市
内美術サークル会員の16歳以上　規格①②F8号（45.5cm×38.0cm）以上
F50号（116.7cm×91.0cm）まで③高さ180cm×幅100cm×奥行100cm
以内　出品点数各部門1人1点　出品料3,000円（30歳以下は1,000円）　注
意●作品には所定の出品申込書を添付●絵画は全て額装●額吊り金具、紐

ひも

は
丈夫に付ける●ガラス使用の額縁は不可（アクリル板は可）
12月4日㈯①②13時〜16時③10時30分〜12時の間に、出品申込書を持参

して直接文化ホールへ（時間厳守、事前申込不可、搬出は12月19日㈰）
※出品案内・出品申込書は、文化ホールで配布します。
�出品規定について松戸美術会・小島☎080－6807－6443
会場について文化ホール☎367－7810

市ホームページ

市ホームページ

2019年開催時の様子

松戸市美術展覧会 出展作品募集出展作品募集

　映画『男はつらいよ』の主人公・寅さんが旅した地
域（松戸市含む）の特産品が当たる福引イベントや、
寅さん記念館入館者への限定オリジナルグッズプレゼ
ントなどが行われます。詳細は同サミットホームページ
をご覧ください。
日時11月20日㈯・21日㈰各10時〜16時
※店舗によって営業・販売の時間が異なります。
会場柴又帝釈天参道、葛飾柴又寅さん記念館、山本亭
費用無料（寅さん記念館・山本亭は入館有料）
�同サミット実行委員会事務局（葛飾区観光課内）
☎03－3838－5558

「矢切の渡し」の対岸・葛飾区柴又で開催！
寅さんサミット2021 in 柴又

同サミット
ホームページ

　浮ヶ谷孝夫指揮による東京21世紀管弦楽団の演奏に、世
界三大コンクールの一つと言われる「エリザベート王妃国
際音楽コンクール」2021ピアノ部門第3位入賞の務

む か わ

川慧
け い ご

悟
氏が参加！世界が認めたピアノの演奏にもご注目ください。
日時12月19日㈰14時開演
会場森のホール21大ホール
※未就学児入場不可。
出演浮ヶ谷孝夫（指揮）、務川慧悟（ピアノ）、
東京21世紀管弦楽団（管弦楽）
曲目オペラ『エフゲニー・オネーギン』より
ポロネーズ（チャイコフスキー）、ピアノ協奏
曲第1番（ショパン）、交響曲第6番『悲愴』（チャイコフスキー）
費用全席指定S席4,500円、A席4,000円、学生席（大学生以下）2,000円
�森のホール21チケットセンター☎384－3331（10時〜19時、月曜除く）

東京21世紀管弦楽団松戸公演東京21世紀管弦楽団松戸公演

浮ヶ谷孝夫氏
©matsui

務川慧悟氏

施設名 電話番号
常盤平児童福祉館 387－3320移動児童館
根木内こども館 315－2985
野菊野こども館 331－1144
森のこども館 080－7323－9980

（開館日のみ）
六実こども館 080－3507－3538
樋野口こども館 393－8415

●常盤平児童福祉館
　☎387－3320
お楽しみ会「ワンデイあそびの城」
日時12月24日㈮14時〜16時
対象小学生
申12月6日㈪9時30分から、直接同館で

市内児童館・こども館一覧
　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｡
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。

●移動児童館☎387－3320
年忘れお楽しみ会「みんなでレクリ
エーションを楽しもう」
日時12月①16日㈭②17日㈮③18日㈯
会場①八ケ崎②稔台③明各市民センター
※詳細は同館ホームページをご覧
ください。

12月 児童福祉館・こども館の催し物 無料

各館ホームページ

浮ヶ谷孝夫指揮

市長を表敬訪問したアーティストたち
（右から田中氏、ラルフ氏、アンナ氏、
本郷谷市長）

地元アーティストによるコンサート松戸集まるしぇ（11/13㈯・14㈰も出店します）



①ガーデンシクラメンを使った
冬から春への寄せ植え
11月28日㈰10時～11時
講師花

か き

卉園芸家・後閑早苗氏
定員先着12人　持ち物持ち帰り袋　費用1,000円

②アーティフィシャルフラワーで作る
長く楽しめるクリスマスの壁飾り
12月2日㈭10時30分～11時30分
講師アトリエF

フ ラ ワ ー

lower F
フ ラ ワ ー

lower・倉原由加氏
定員先着12人　持ち物工作用はさみ、持ち帰り
袋（30cm×40cm程度）　費用2,300円

③キャンドルアレンジメント
12月9日㈭10時30分～11時30分
講師フローリスト花

はなしょう

笙・須賀倫子氏
定員先着12人
持ち物花はさみ、タオル、持ち帰り袋
（30cm×40cm程度）　費用1,800円

④2022年 ミニ門松作り
12月17日㈮10時～11時
講師松戸里やま応援団三

さ ん き

樹の会
定員12人（抽選）　持ち物剪

せ ん

定はさみ（ある人の
み）、手袋　費用1,000円

共通 会場同公園マグノリアハウス
①②③11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④11月29日㈪〔必着〕までに、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、〒270－
2225松戸市東松戸1の17の1　東松戸ゆいの花公園へ

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

JR常磐線沿線の駅周辺では、商店会などがさまざまなイルミネーションの飾り付けで街を彩っています。ぜひご覧ください。

ウインターイルミネーション2021

松戸クリスマスファンタジー2021
令和4年1月31日㈪まで

松戸駅周辺

スタンプラリ－抽選会
　松戸駅周辺の大型商業施設や西口商店会の協賛店
でスタンプを集め、スマートフォンで応募すると、
当選者に地域で使える商品券が届く、三密を避けた
抽選会です。詳細は、各協賛店舗で配布するチラ
シ・ポスターをご覧ください。
期間1月31日㈪まで
松戸クリスマスファンタジー2021事務局☎080
－3087－6809

黄金（KOGANE）イルミネーション
11月20日㈯～1月10日㈷

（点灯式11月20日㈯16時30分から）

北小金駅周辺

　常磐線沿線で最初に始まったイル
ミネーションです。北小金駅南口

ロータリーに高さ12mの新たな「シンボルツリー」を加
え、タクシープールの周りには地元の小・中学生が作っ
た約100基の「光のオブジェ」を飾ります。
小金の街をよくする会・同イルミネーション実行委員
会事務局☎347－8001

　新松戸をイメージした音楽に合
わせて点灯する豪華なイルミネー
ションが今年も新松戸の夜をライ
トアップします。優しい音楽の音
色と美しい光のコラボは感動的！
　11月末にはプレイベントの大
鍋・スタンプラリーを開催します。
新松戸光のフェスタ実行委員会
事務局☎344－0051

スターダストロードプロジェクト
12月1日㈬～1月31日㈪

北松戸駅周辺

　北松戸駅東口ロータリーからメイ
ンストリートの街路灯をLEDイルミ
ネーションで彩ります。県立松戸高
校芸術科とコラボレーションして作
製したオブジェも飾られます。
北松戸商店会☎362－7652

新松戸 光のフェスタ
12月4日㈯～2月6日㈰

新松戸駅前

思春期になってあわてない！
子どものこころとからだを理解しよう！

　子どもが性別にとらわれず、自分らしく育ち、お互いを大切にできるよう
にするため、思春期のこころとからだの発達について学びます。
日時12月2日㈭10時～12時（後日オンデマンド配信予定、要申込）
内容●性ホルモンの心身への影響と対応●思春期の課題と生活習慣●揺らぐ
自己肯定感の安定のために●性行動と親子のコミュニケーションなど
講師川島助産院院長・川島広江氏　対象これから思春期を迎える子の保護
者または支援者　費用無料

11月30日㈫までに、ちば電子申請サービスまたはEメールに住
所・氏名・電話番号・メールアドレスを記入して、男女共同参画
課 mcsankaku@city.matsudo.chiba.jp（☎364－8783）へ

児童文学講座 「親子ではじめてのわらべうた
と絵本を楽しもう！」

　配信期間中、講座内で紹介した関連図書を子ども読書推進セン
ター特設コーナーで紹介します。
配信期間12月17日㈮9時～令和4年1月14日㈮16時　配信時間
約40分　講師子どもと本のコーディネーター・手島一恵氏　対象
乳幼児とその保護者　費用無料

12月3日㈮17時までに、ちば電子
申請サービスで

市立図書館☎365－5115

保護者向けオンライン講座 要申込

手島一恵氏

「ことりん
」と

一緒に遊ぼ
う！

Zoom配信

YouTube配信

　市では、詐欺の被害から高齢者を守るため、ヤマト運輸㈱と共に「電
話de詐欺撃退機器」の設置を行っています。ぜひお申し込みください。
�ネコサポステーションコールセンター☎0120－5454－25

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室
同館☎368－1237

12月星空観望会 ふたご座流星群 準備 要申込
12月11日㈯18時～20時
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40人（抽選）　※中学生以下は要
保護者同伴。　費用無料

11月16日㈫8時30分～17時の間に、市ホームページの申し
込みフォームまたは電話で同館☎368－1237へ
※1組5人まで（1家族6人以上の場合は応相談）。
※12月11日㈯は通常番組を休演します。

市ホームページ

自宅の固定電話に電話d
で

e詐欺撃退機器を
設置しませんか 要申込
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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）〕　

松戸ストリ－トイルミネーション
　医療従事者へ感謝と敬意を込め、松戸駅東口・西
口の街路灯をブルーホワイトカラーのイルミネ－
ションで明るく彩ります。

ちば電子申請
サービス

ちば電子申請
サービス



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）

…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

明第1　☎700－5881 700－5567
介護者のつどい
日11/27㈯10時～11時30分会勤労会館対家族
の介護をしているまたは介護の経験がある人定
先着7人申電話またはFAXで

認知症予防教室〔全2回〕
日12/2㈭・9㈭各14時～16時会勤労会館講認定
看護師・介護予防運動指導員対市内在住のおお
むね65歳以上定先着30人申電話またはFAXで

小金　☎374－5221 349－0560
認知症サポーター養成講座
日12/8㈬14時～15時30分会小金北市
民センター定先着30人申電話または申
し込みフォームで

新松戸　☎346－2500 346－2514
新松戸健康体操教室
日12/3㈮10時～11時会新松戸市民センター対同
地区（新松戸南除く）在住のおおむね60歳以上定
20人（抽選） 飲み物、タオル申11/29㈪までに、
電話またはEメールで zaishi.smt@ims.gr.jpへ

フレイル予防～コグニサイズを体験しよう～

日12/7㈫10時～11時会新松戸市民センター対
おおむね60歳以上定先着7人 飲み物、タオル
申電話で

明第2西　☎382－5707 382－5727
元気アップ教室（介護予防体操教室）
日12/6㈪10時～11時会古ケ崎市民センター内
ロコ脳体操対同地区在住の65歳以上定先着25
人申11/15㈪10時から、電話で申し込み専用
ダイヤル☎070－5582－0243へ

本庁　☎363－6823 710－7198
シニアのための転倒予防教室
日11/26㈮10時～11時会柿ノ木台公園体育館講
フィットネス型デイサービス・りぼんくらぶ上本
郷職員対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）定先着20人
申11/24㈬17時までに、電話またはFAXで
（11/15㈪は10時から）

認知症予防教室〔全3回〕
日12/2㈭・16㈭、R4/3/24㈭各10時～12時
会柿ノ木台公園体育館講松戸リハビリテーショ
ン病院理学療法士・尾崎博孝氏他対市内在住の
おおむね60歳以上（同地区在住優先）定先着
20人 筆記用具、上履き申11/26㈮17時まで
に、電話（平日のみ）またはFAXで（11/15㈪
は10時から）

矢切　☎710－6025 710－6027
シニアのための転倒予防教室
日11/25㈭14時～15時会柿ノ木台公園体育館

対医師から運動制限を受けていない市内在住の
おおむね65歳以上定先着20人 飲み物、タオ
ル、上履き申電話またはFAXで

馬橋西　☎711－9430 711－9433
介護者のつどい～パーキンソン友の会と共に学ぶ～
日12/2㈭10時～11時会馬橋市民センター対家
族の介護をしているまたは介護の経験がある人
定先着10人申電話またはFAXで

介護予防教室
日12/17㈮15時30分～16時30分会馬橋市民
センター内介護予防の話とDVD体操対同地区
在住のおおむね65歳以上定先着30人申電話ま
たはFAXで

馬橋　☎374－5533 374－5501
認知症サポーター養成講座
日12/1㈬10時～11時30分会馬橋東市民セン
ター（Zoom開催あり）対市内在住・在勤定先
着20人申電話またはFAXで

介護者のつどい
日12/9㈭13時30分～15時30分会馬橋東市民セ
ンター講回想法インストラクター・長井仁美氏対
認知症（若年性認知症含む）の人またはその家
族、もしくは介護の経験がある人定先着10人申
電話またはFAXで

介護予防・フレイル予防のDVDを無料配布しています
　運動、栄養、社会参加などの視点から介護予防・フレイル予防に役立
つ情報を紹介するDVDを、松戸市リハビリテーション連絡会の協力で作
成しました。動画で紹介している内容を毎日の習慣にして、積極的に健
康づくりに取り組みましょう。
内容前編（実演)「今日から始める介護予防・フレイル予防の体操｣、
後編（講座)「健康長寿のためのフレイル予防｣
配布場所地域包括ケア推進課、各高齢者いきいき安心センター
配布枚数1,500枚
同課☎366－7343

認知症になっても安心して暮らせる街♡まつどを目指して
認知症に対する理解と支援が広がる川柳を募集します
　物忘れエピソードや、認知症の人との交流など、認知症に関する川柳な
ら何でもご応募ください。応募作品は市役所で掲示します（賞の選考はあ
りません)。
掲示期間12月20日㈪～24日㈮（初日は12時から、最終日は15時まで）
掲示場所市役所1階連絡通路（応募多数の場合、全作品を掲示できない場
合があります）
11月30日㈫までに、各支所・市民センター・高齢者いきいき安心セン

ターで配布する応募用紙に必要事項を記入して、直接・FAX・郵送で各高
齢者いきいき安心センターへ
地域包括ケア推進課☎366－7343

申し込み
フォーム

　悪質商法の手口とそれを見破るポイントや撃退術
を紹介する2022年版カレンダーを配布しています｡
※無くなり次第終了。
配布場所消費生活課、市役所（1階受付・地下1階守
衛室前)、行政サービスセンター、市立図書館（本
館・分館)、各支所・市民センター・高齢者いきい
き安心センター

問消費生活課☎366－7329

悪質商法・詐欺撃退  虎の巻悪質商法・詐欺撃退  虎の巻
カレンダー2022カレンダー2022を配布しますを配布します

無料
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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。

　昨年は新型コロナウイルスの影響で病院への受診を控える人が多く見
られました。歯科治療においても、やむを得ず治療を中断した結果、
本来なら保存できる歯を抜歯する事例や、多くの歯で虫歯が進行してし
まった事例がありました。そのような状況でも、歯科治療はなるべく早
く終わらせたいと思う人が多いのではないかと思います。
　しかし多くの場合、治療箇所が多く処置内容が複雑化すると、治療を
早く終わらせることは困難になります。1回の治療で何本もまとめて治
療してほしいという要望を受けることもありますが、とても困難です。
上下左右の多くの歯を同時に削ってしまうと、本来のかみ合わせの位置

が分かりづらくなり、食事しづらくなってしまいます。また、処置後に痛
みが出た場合にどの歯が痛みの原因になっているのか判別しづらくなりま
す。よって歯を抜く、削る、神経を取るという処置は、少しずつ時間をか
けて、慎重に進めていく必要があります。
　そのため、｢来月から半年間海外に行くので今月中に虫歯治療を済ませ
たい」「4月から進学するので3月中に全ての治療を済ませたい」など治療
期限の指定を希望しても、多くの場合困難です。長期の治療が必要になら
ないよう、常日頃からお口の状態を把握しておきましょう。
　心臓病やがん、糖尿病などの治療が簡単ではないように、虫歯や歯周病
はわずかな治療で完治させるのは非常に困難な病気です。慌てず堅実に治
療を進めることが一番効果的です。歯科を受診される皆さんのご理解とご
協力をお願いいたします。

（公社）松戸歯科医師会 https://matsudo.cda.or.jp

歯科への受診は計画的に
歯を大切に 222歯丈夫 胃丈夫 大丈夫

健康で明るい未来のために

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 12/2㈭・20㈪各14:00～16:00
酒害相談 12/16㈭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
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以下の人は、博物館と戸定歴史館は観覧無料◦中学生以下◦市内在住の70歳以上（博物館のみ）◦身体障害
者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている人とその人1人につき付き添いの人1人

21世紀の森と広場内

博物館
〒270−2252松戸市千駄堀671
☎384−8181

開館時間…9時30分～17時（入館は
16時30分まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館)
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）

◆企画展「古墳時代のマジカ
ルワールド」
会期11/21㈰まで　会場企画
展示室　費用企画展観覧料あり
◆博物館アワード作品展
会期12/4㈯～19㈰（表彰式
12/12㈰午後)　会場企画展示
室　内容小・中学生の入賞・入
選作品を展示　費用無料
◆古文書を読む①近世入門編
②近世中級編Ⅱ〔各全5回〕
①R4/1/16㈰・30㈰、2/6㈰・
27㈰、3/13㈰②1/15㈯・29
㈯、2/13㈰・26㈯、3/12㈯ 各
14時～16時　会場実習室　講
師①同館学芸員②江東区文化財
主任専門員・出口宏幸氏　対象
①初心者②経験者　定員各20
人（抽選)　費用無料　申12/16
㈭〔必着〕までに、同館ホーム
ページまたは 往復はがき（1人1

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

※飲み物を持参してください。
※申し込みは全て当日会場で。
※マスク着用。
※●はスポーツ推進委員主催。

●初心者グラウンド・ゴルフ教
室（馬橋地区）
11/21㈰9時～12時　会場八ケ
崎小学校　定員先着30人問倉澤
☎347－5314
●スポレク祭
11/28㈰9時～12時　会場常盤
平第一小学校問小暮☎090－
4012－7686
●グラウンド・ゴルフ教室
11/28㈰9時～12時　会場東

と う ぜ ん じ

漸寺
本堂裏広場（駐車場使用不可）
定員先着50人問堀☎344－1735
●ソフトバレーボール教室
12/5㈰9時～11時　会場常盤
平体育館問小暮☎090－4012
－7686

※みどりの相談室は、水・土・日曜
と祝日の10時～12時、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｡

◆クリスマスの寄せ植え
12/5㈰10時～11時30分　講師
グリーンアドバイザー・福岡
美津江氏　定員先着15人　費
用2,500円
◆お正月を楽しむフラワーア
レンジメント
12/18㈯10時～11時30分　
講師フラワーアレンジメント体
験サービス代表・宮田伸弘氏　
定員先着15人　費用1,000円
◆稲わらで楽しく作るお正月
飾り
12/19㈰10時～12時30分　
講師東葛しぜん観察会　定員先
着12人　費用500円

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。11/16㈫から電話
でパークセンターへ（9時～17時）

開館時間…10時～21時（催し物によ
って18時以降の展示が無い場合や、
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

◆松戸スケッチ会展
11/16㈫～21㈰
問内藤☎386－3960
◆二葉会写真展
11/16㈫～21㈰
問今

こ ん の

野☎388－2825
◆写真展「無限題」
11/16㈫～21㈰
問中西☎386－6070
◆ポラスグループおえかきコ
ンクール
11/20㈯・21㈰
問江

え も と

本☎048－989－0315
◆松戸あひる会絵画展
11/23㈷～28㈰
問坂本☎315－4837

文化ホールギャラリー
☎367−7810

利用時間…10時～16時（要予約）
利用可能日…平日・第4土曜

◆造形講座～ポップアップアート
でクリスマスカードを作ろう！～
11/27㈯13時15分 ～15時　
講師学習支援専門員・泉

いずみ

晴
せいこう

行氏
定員先着15人　持ち物飲み物、
虫除けスプレー　費用無料

古民家 旧齋藤邸
紙敷588
講座は電話による申込制。11/16㈫9時
から電話で社会教育課☎366−7462へ

◆美しい鳥達を楽しむ一番の
シーズン、それが今。
12/26㈰10時30分～12時、
13時30分～15時　講師自然解
説員・村井みとい氏、金子雅幸
氏　定員先着15人　費用無料

◆松戸地方特別支援学級・学
校児童生徒作品展
11/25㈭～28㈰
問教育研究所☎366－7461
◆松戸市美術展覧会
12/7㈫～19㈰
問生涯学習推進課☎367－7810

枚）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、「古文書を読む（①
近世入門編または②近世中級編
Ⅱ)」係へ

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。

◆障害年金無料相談会
日11/22㈪13時30分 ～16時30分会ア
ミュゼ柏定先着10人申電話でNPOみん
なでサポートちば・成島☎070－1541
－7661へ
◆ティーボール教室
日11/23㈷10時～11時30分会ケヤキッ
ズ保育園対3歳児～小学校低学年程度の
子と保護者申電話で同園☎703－8805
（平日10時～17時）へ
●ガールスカウトカフェちば（自然体験）
日11/23㈷10時～11時30分会21世紀の
森と広場光と風の広場内自然体験を通じ
て季節を楽しみ、SDGsの学びへつなげ
る対3歳児～小学3年の女児申11/21㈰
までに、電話でガールスカウト松戸市連
絡協議会・池田☎090－8342－2806へ
◆名作を声に出して朗読してみませんか
日11/27㈯、12/4㈯・11㈯各10時～
12時会家庭文庫ピッピ（新京成松戸新
田駅下車）定各先着5人費各1,000円申
電話で朗読の会ラズベリー・足立☎090
－1219－4562へ
●松戸声楽勉強会 声楽発表会
日11/27㈯13時30分～16時30分（13時
開場）会森のホール21問同会・五

ご

味
み ひ

比
☎080－3426－7597（昼間のみ）
◆中国問題講演会
日11/28㈰14時～17時会稔台市民セン
ター講法政大学名誉教授・王

ワンミン

敏氏定先着
120人費500円申FAXで日本中国友好協
会東葛飾支部・田中 384－7593へ

◆けん玉教室（指導と段・級認定）
日11/27㈯14時～17時会六実市民セン
ター申電話で昔のあそびと遊ぼう会・
白石☎387－1522へ
◆Miyayama and Friend Artists of 
the World展（県立松戸高校芸術科卒業
生による企画展覧会）
日11/30㈫～12/5㈰10時～18時（最終
日は17時まで）会ゲイツインギャラリー
宇
う

（松戸駅下車）問同校卒業生有志・宮
山☎090－1252－9800
●肺を元気にする吹矢無料体験会
日①12/2㈭・9㈭②12/5㈰・12㈰（時
間は申し込み時に指定）会①常盤平体
育館②運動公園小体育室申電話で日本ス
ポーツウェルネス吹矢協会松戸支部・丸山
☎090－1129－7459へ
◆お祭囃

ば や し

子・篠笛・神
か ぐ ら

楽・獅子舞見学会
日12/2㈭14時～16時、12/11㈯18時～
20時会六実市民センター申電話で五香
六実お囃子の会・白石☎387－1522へ
◆ヴァイオリン・ビオラ・ピアノによる
モーツァルト名曲コンサート
日12/2㈭14時～16時30分会アミュ
ゼ柏定先着200人費1,500円申電話で
プレアデスハーモニー・甚

じ ん ご

五☎341－
1738へ
◆法廷傍聴会
日12/7㈫13時～16時会千葉県弁護士会
松戸支部（松戸駅下車）定先着20人申
11/26㈮9時から、電話で同支部☎366
－1211へ

◆松戸子育てカレッジ「子育て広場 おや
こで“ゆるりん”」 
日12/3㈮・10㈮・13㈪・17㈮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） ※最新情報は
同大学ホームページをご確認ください。
●松音ハッピーコンサート
日12/12㈰13時30分～15時30分会
矢切公民館申電話で松戸音楽活動同好
会・松葉☎080－5020－0719へ
●松戸市民剣道大会（小・中学生）
日12/19㈰9時10分～19時会柿ノ木台
体育館内個人戦・団体戦対市内在住・
在学費1人500円申11/20㈯13時30分
～14時の間に運動公園会議室で問松戸
市剣道連盟・森重☎080－5671－0911

◆伝統文化こども生け花教室
①12/11㈯②12/26㈰各14時～15時③
12/12㈰④12/25㈯各15時10分～16
時10分会①常盤平市民センター②常盤
平体育館③④稔台市民センター内①③
クリスマス花②④お正月花対3歳以上
（大人参加可）費1人各2,000円定各
先着20人申電話で華道育成会・藤

ふじひら

平☎
090－2909－6159へ
◆パソコン初心者講習「基本操作と年賀
状づくり」
日12/31㈮までの希望日10時～12時、
13時～15時、15時～17時会NPO快適
IT空間・松戸教室（松戸駅下車）定各回
先着1人費2,000円申電話で同NPO・
石井☎703－7284へ

①�ふんわりアクセル「eスター
ト」
②�車間距離にゆとりを持って､

加速・減速の少ない運転
③�減速時は早めにアクセルを

離そう
④エアコンの使用は適切に
⑤�無駄なアイドリングストッ

プはやめよう

⑥�渋滞を避け、余裕を持って
出発しよう
⑦�タイヤの空気圧から始める

点検・整備
⑧不要な荷物は下ろそう
⑨�走行の妨げとなる駐車はや

めよう
⑩自分の燃費を把握しよう
問環境政策課☎366－7089

11月はエコドライブ推進月間です

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

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)
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

◆戸定で祝う七五三
12/8㈬まで

戸定歴史館
☎362−2050

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

11月 司馬遼太郎と城を歩く4～上田城・
高取城・洲

す も と

本城・丸亀城～（60分）
12月 休止

土日祝のキッズシアター
(土・日曜、祝日）13:15

11月
アニメ ふるさと再生 日本の昔ばな
し「たのきゅう、てえてえ小

こ ぼ う し

法師、
にせ地蔵｣（25分）

12月 休止

◆博物館ミュージアムシアター
会場講堂　定員各先着50人（申込不要)　※座席指定｡　費用無料

●健康体操さざんか（ストレッチ、リズ
ム体操）
日㈬9時20分～10時50分会小金原体
育館対50歳以上の女性費月2,300円

1,000円問平石☎713－8189
●松戸シニアアンサンブル 「アモーレ」
(クラシック、映画音楽、抒情歌など）
日月3回㈪10時～13時会まつど市民活
動サポートセンター対経験者持キーボー
ド、バイオリン、ビオラなど費月4,000
円 1,000円問廣川☎385－6324

●潮俳句会
日第4㈰13時～17時会市民会館費月
500円問岩井☎080－7601－3738
●矢切陶芸クラブ
日㈫または㈮9時～12時会矢切公民館
費月500円 3,000円問畔

あ び る

蒜☎080－
3471－3947（夜間のみ）
●松戸史跡マップ研究会
日第3㈫13時30分～16時会市民劇場
内市内の史跡を巡る費年3,000円問溝渕
☎387－3902（昼間のみ）

会 員 募 集
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　同社陸上部は市内（八ケ
崎）を拠点に運動公園や新
京成線沿いで練習しており、
来年のニューイヤー駅伝へ
の出場が決定しています。
今後、選手との交流イベン
トなどさまざまな連携事業
を行う予定です。
問政策推進課☎366－7072

㈱日立物流と陸上競技を通じた地域振興・
地域貢献の相互連携に関する協定書を締結しました

令和3年6月生
元気に産まれてきてくれて
ありがとう。毎日愉しいのか
な。よく笑いますね。

令和2年10月生
初めてのプールは楽しい♪

令和2年8月生
無事に一歳を迎えました！
食べる事が大好きないっくん！
このまま元気いっぱい育ちますように

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!

一い

く

と

空
斗
ち
ゃ
ん

田た
く
さ
り鎖
鈴り

ん

か椛
ち
ゃ
ん

祐ゆ
う
い
ち
ろ
う

一
郎
ち
ゃ
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。

　柔らかく甘みがあり、高級料亭でも広く使われ全国的に
も有名な「矢切ねぎ」が今年も「矢切ねぎふるさと便」と
して販売されます。ぜひご賞味ください。
発送・引渡期間①12月1日㈬～23日㈭②令和4年1月11日㈫
～28日㈮　費用①②泥ねぎ葉付き7kg 3,000円②泥ねぎ葉
付き10kg 10,000円プレミアム（1本500g以上の厳選さ
れた矢切ねぎ20本入り）　※各送料別・代金前払い・税込み。
①11月18日㈭～12月3日㈮②11月18日㈭～1月14日㈮（各土・日曜、祝・

休日を除く）の間に、JAとうかつ中央各店舗窓口・経済センターまたはJAタ
ウンホームページで
問JAとうかつ中央経済センター☎341－5151（土・日曜、祝・休日を除く）

矢切ねぎ矢切ねぎをを販売します販売します

JAタウン
ホームページ

松 戸 特 産

家族で育てる
新松戸産「優

す ぐ

レモン」
鵜殿シトラスファーム　鵜

う ど の

殿 敏
と し ひ ろ

弘さん

　JR新松戸駅から約10分の住宅地で、新松戸産のレモン「優
レモン」を育てている鵜殿敏弘さん。家族全員でレモンを栽培
し、直売所の「M

モ ン ペ

ONPE」で販売しています。「当初は『新松
戸レモン』として商標登録をしようとしたのですが、地域名が
入っていたので叶わず、『優レモン』と名付けました」と教え
てくれました。鵜殿さんが作るレモンはオレンジとの交雑種
で、酸味が少なく皮ごと食べられるのが特徴です。レモンはも
ともと温暖な気候を好み、国内の産地は広島や愛知が有名です
が、温暖化による気温上昇と住宅街の暖かさなどの条件を活か
し、ここ松戸でレモンを育てることにしたそうです。
　栽培を始めたきっかけを「弟が経営していた園芸店からもらっ
たレモンを植えてみたところ、よく育ったんです」と振り返る鵜
殿さん。父親の代から野菜や花

か き

卉を栽培してきたものの、連作障
害がきっかけで、10年前に本格的にレモン栽培をスタート。小
さいうちは枯れることがありますが、高低差や圃

ほ じ ょ う

場周りの住宅が
風よけになり、冬場の住宅の暖房の使用なども発育に好影響を与
えます。国内で有名な産地である瀬戸内などとは気候の条件が全
く異なるため手本にはならず、今でも試行錯誤は続いていると言
います。レモンの木は結実するまで4～5年、本格的に量を収穫
できるようになるまで10年掛かると言います。「木を大きく強
いものにして、数年後には年間収穫15tを目標に掲げています」
という鵜殿さんは、去年すでに8tを収穫しています。
　全体の4割が農薬不使用、6割が低農薬栽培でワックスや防腐剤
が使用されていない優レモンは、皮まで安心して使えるためカク
テルやお菓子との相性が抜群。その長所に魅かれる市内の飲食店
やパティスリーは多く、カクテルやケーキ、ジャムなどで使用さ
れ、現在も納品先の店舗は増えているそう。家族経営のため1日
の収穫量に限りがあり「11時には完売してしまうことが多く、来
店してくださった全てのお客さまに購入してもらえないことがあ
り、心苦しいです」と毎日約70kgのレモンを収穫しても販売に追
い付かないこともしばしば。 それでも県外からも優レモンを買い
求めに来るお客さんは後を絶ちません。
　「今後はレモンだけでなくライムやベルガモット、品種改良で
産まれたマイナーな柑橘類などいろいろなものを育てて送り出
したい。こんなものないですか？という声に応えていきたいで
す」と販売の品揃えを豊かにしていきたいという鵜殿さん。地
産地消ができ、需要のある作物としてレモン栽培を始めた思い
は地域に根付き始めています。すでに
松戸市の特産品になっている優レモン
に続き、鵜殿さん一家が作るさまざま
な柑橘類が市の新たな特産品になるこ
とへの期待が高まります。 優レモン

左から松戸市陸上競技協会会長・林
はやし

英
ひであき

昭氏、本郷谷市長、㈱日立物流執
行役常務人事総務本部長・萩

はぎわら

原靖
やすし

氏、同社陸上部監督・別
べ っ ぷ

府健
け ん じ

至氏、同
社陸上部キャプテン・栃

と ち ぎ

木渡
わたる

氏

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。

市ホームページ

　今年は締結50周年という節目を迎え、市内全域でお祝いする
取り組みとして、市内のスーパーや飲食店で令和4年3月31日

㈭までオーストラリアフェアを行ってい
ます。フェアの詳細は、市ホームペー
ジをご覧ください。

姉妹都市交流50周年記念・オーストラリアフェア開催中

姉妹都市通信
2021年は
姉妹都市締結50周年！

問文化観光国際課☎366－7327

★

シドニー

キャンベラ

ホワイト
ホース

メルボルン

タスマニア

アデレード

パース

オーストラリアvol.10

協力店舗一覧　※現在も募集中です。
スーパーマーケット 北部エリア（新松戸・八ケ崎・小金・小金原・馬橋など）●イオンフードスタイル 

新松戸店●コープみらいコープ新松戸店●サミットストアテラスモール松戸店●コモディイイダ北小金店●

リブレ京成小金原店●TAIRAYA馬橋店●おっ母さん食品館北小金駅前店●東武ストア馬橋店●イオン北小
金店　西部エリア（松戸・根本・松戸新田・栄町・古ケ崎・中和倉など）●マミーマート松戸新田店●コモ
ディイイダ松戸新田店●いなげや松戸新田店●サミットストア松戸新田店●ロピア松戸店●イトーヨーカ
ドー松戸店●マミーマート中和倉店●オリンピック馬橋店●マミーマート松戸古ケ崎店●ダイエー松戸西口
店イオンフードスタイル●ヤオコー稔台店　南部エリア（高塚新田・秋山・三矢小台など）●マミーマート
高塚店●ベルク松戸秋山店●リブレ京成三矢小台店　南東部エリア（常盤平・五香・日暮・河原塚など）●

コープみらいミニコープ常盤平店●トップパルケ常盤平駅前店●西友常盤平店●スーパーバリュー松戸五香店
●イトーヨーカドー八柱店●ヨークプライス五香店
飲食店 ●B

ビ ー フ

EEF I
イ ン パ ク ト

MPACT松戸店●C
チ ー ズ

heese E
エ ッ グ

gg G
ガ ー デ ン

ardenアトレ松戸店●O
オ ス テ リ ア

STERIA T
タ ナ ロ

ANARO●ステー
キ＆ハンバーグの店いわたき野菊野店 ●ちょいゴチ肉バル新松戸店●アメリカの田舎の家レストラン S

エスティー

T 
●R

アールズ

-S●パストール松戸

協力店は、このポップや
ポスターが目印

松戸市安全安心情報アプリ「カタログポケット」
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

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 パソコン・スマートフォン版 モバイル版
2021.11.15
（令和3年）
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	広報まつど6面_1108
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