
夏休み期間は21世紀の森と広場の開園時間を延長します

当日申込
イベント

7月21日㈭～8月20日㈯  7時～18時30分
8月21日㈰～31日㈬  7時～17時

水色の体と
長いくちばしが特徴！見つけてみてね！

知ろう！学ぼう！触れてみよう！
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●学校スタッフ（会計年度任用職員）募集
●熱中症予防×新型コロナウイルス感染症予防
●柏レイソル公式戦 に市内小学生を無料招待
●戸定歴史館企画展「徳川昭武の生活とその視線」 
●夏休みは本を読もう！

　外来生物ってなんだろう？外来生物は私たちの近くに住
んでいるの？私たちにとって悪影響なの？そんな疑問を21
世紀の森と広場内の生き物たちにも触れながら、楽しく体
験学習しましょう！ 
内容●身近な生き物について詳しく学ぶ生き物学習会

●園内にいる生き物の生息について調べる生き物発掘調査
※天候により、内容を変更する場合があります。　
対象小学生以上（小学3年生以下は要保護者同伴）　定員先着15人　費用無料

7月15日㈮9時から、ちば電子申請サービスまたは電話で同課へ

環境政策課☎366－7089

ちば電子
申請サービス

8月4日㈭8月4日㈭
9時30分～11時30分9時30分～11時30分

イベント 日時 定員（先着）

⑪自然たんけんラリー
※当日12:45から受け付け 7/24㈰

13:00～14:00 
13:30～14:30 
14:00～15:00 
14:30～15:30

各10人

⑫スマホで樹木観察 7/25㈪

10:30～11:30
13:30～14:30

各15人
⑬カブトムシの捕まえ方と上手な飼い方 7/28㈭ 各10人
⑭遊びから学ぶ昆虫の仕組み 8/10㈬ 各10人
⑮セミの暮らし観察会 8/13㈯ 各10人
⑯スマホで草花観察 8/16㈫ 各15人

⑰クイズを楽しんで鳥を知ろう 8/23㈫ 10:30～12:00
13:30～15:00 各15人

⑱鳥の立体ぬり絵 8/30㈫ 10:30～11:30
13:30～14:30 各10人

　リニューアルしたパークセンターの展示コーナーが7月23日㈯から再開し、森で出会える生き物を展示・紹介する自然展の他、
多数のイベントを実施します。自由研究にするも良し、思い出作りをするも良し、公園で貴重な体験をしてみませんか。

当日9時から当日9時から、、パークセンター前で受け付けパークセンター前で受け付け
（電話申込不可）（電話申込不可）

7月19日㈫9時から、電話で同事務所へ7月19日㈫9時から、電話で同事務所へ
（7月20日㈬以降は窓口でも受け付け可）（7月20日㈬以降は窓口でも受け付け可）

～自然にふれて楽しもう！～

要申込

みどりの里・

野草園エリアで子育
て中です！

やさしく見守ってね
。

身近にいたよ 
夏休みの自由研究の
テーマにも最適！

事前申込
イベント

集合場所集合場所
パークセンター

入口

共通 対象①②④⑩⑮どなたでも（①⑩小学3年生以下、②④⑮小学生以下は要保
護者同伴）③⑤⑦⑧⑪⑬⑭小学生（要保護者同伴）⑥小学2年生以上（小学生は
要保護者同伴）⑫⑯小・中学生（保護者同伴可）⑨⑰⑱小学生
費用①②④⑧⑩～⑱無料③⑤⑦200円⑥500円⑨150円
※天候により、日時や内容を変更または中止する場合があります。

21世紀の森と広場管理事務所☎345－8900

展示 7月23日㈯～8月31日㈬7月23日㈯～8月31日㈬
9時～16時（月曜休館）9時～16時（月曜休館）

イベント 日時 定員（先着）
①夏のトンボ観察会 7/23㈯ 10:00～12:00 15人
②夜のいきもの観察会Ⅰ 7/24㈰ 18:00～20:00 15人
③自然の恵みで暮らすエコな縄文の生活

を見てみよう
手と頭を使って縄文時代の「あじろ
編み」にも挑戦

7/30㈯ 9:00～12:00 12人

④夜のいきもの観察会Ⅱ 7/31㈰ 18:00～20:00 15人
⑤ネイチャークラフト
「葉っぱでつくるお魚モビール」 8 /5㈮ 10:00～12:00 12人

⑥自然観察おもしろ講座
「クズの繊維で織物体験」 8 /6㈯ 9:30～15:00 15人

⑦夏の公園で木と友達になるネイチャー
ゲーム 8/14㈰ 9:30～10:30

11:00～12:00 各12人

⑧水鉄砲をつくって遊ぼう 8/18㈭
11:00～11:40 
13:30～14:10 
14:30～15:10

各 6組
1組4人まで

⑨アイの葉でたたき染めをしよう 8/25㈭ 13:00～14:00 
15:00～16:00 各12人

⑩ひょうたんのマニキュアアート 8/28㈰ 10:00～12:00 
13:30～15:30 各15人

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/

8月1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。 納税について収納課☎366－7325



今年度、市立小・中学校は教職員が不足しています。教育活動に影響
が出ないよう、市は独自に学校スタッフを募集します。
勤務日数平日週4日
勤務時間 8時～16時30分の間で1日6時間30分（休憩45分含む）
勤務場所市立小・中学校　※詳細はホームページをご覧ください。
募集職種小中学校派遣スタッフ、特別支援
教育補助教員

登録申請書、履歴書などを郵送で〒271
－8588松戸市根本356　京葉ガスF松戸
ビル6階　松戸市教育委員会学習指導課へ
※後日面接あり。

小・中学校の先生を

サポート！
学校スタッフ

（会計年度任用職員） 募集
7月新規

　官民協働事業として広告を掲載することで、市の財政負担を軽減して発行
します。市内全戸に配布する同冊子に広告を掲載する事業者を募集します。
配付予定時期2023（令和5）年1月　発行予定部数283,500部　
配付先市内全世帯（発行後に順次配付）、市に転入した世帯（転入届提
出時に配付） 仕様A4サイズ、フルカラー
※ 広告の規格・価格などの詳細は、協働事業者である㈱サイネックス千

葉支店にお問い合わせください。
問広告について�㈱サイネックス千葉支店☎043－238－8280
　掲載情報について広報広聴課☎366－7320

松戸市生活カタログ（市民便利帳）松戸市生活カタログ（市民便利帳）
2023年版2023年版をを1月1月にに全戸配布します全戸配布します
　市の概要や各種手続き・施設案内などの行政情報や、地域の生活情報
など市民の皆さんの暮らしに役立つ情報冊子です。2023年1月から順次
各世帯に無料で配布します。

「松戸市生活カタログ（市民便利帳）」に広告を掲載しませんか

市ホームページ
「特別支援教育

  補助教員」

市ホームページ
「小中学校派遣

 スタッフ」

緊迫した情勢が続くウクライナからの避難民の就労に協力いただけ
る事業所をハローワークで募集しています。ウクライナ避難民を継続
雇用または試行雇用する事業主は、 助成などを受けられます。詳細は、
お問い合わせください。

ハローワーク松戸求人・企画部門☎367－8609（部門コード31#）

ウクライナ避難民の就労ウクライナ避難民の就労をを
支援する事業所を募集支援する事業所を募集

　コロナ禍や原材料高騰などの影響で厳しい状況が続く中、環境の変化に
対応し、事業の継続・成長を目指す市内中小企業をサポートします。

複数のアドバイザーによる支援
　IT、マーケティング、ブランディングなど異なる専門分野を持
つ複数のアドバイザーによるチーム支援により、販路開拓や新商
品開発など事業者のさまざまな悩みに対応します。
企業目線で伴走支援
　◦事業者の思いや工夫、悩みを傾聴し、強みや課題を顕在化します
　◦ 強みを生かし、課題を解決する施策を共に考え、具体的に提案し

ます
　◦複数回の相談支援により、一緒に目標達成を目指します
セミナー・イベントの開催
　ビジネスの新たな潮流や技術・制度・規制などに関するセミナー、
事業者間の交流やマッチングを促進するイベントを実施します。

受付時間平日9時～17時（予約制）
場所京葉ガスF松戸第２ビル４階（商工振興課内）
相談員中小企業診断士など　費用無料　

同センター☎710－3530

7月19日㈫オープン

松戸ビジネスサポートセンター松戸ビジネスサポートセンター「ビジまど」「ビジまど」
ネスチャレンジを応援するネスチャレンジを応援する ぐちぐち

問学習指導課☎366－7458

ビ まジ ど

ひとりで抱え込まずに
相談してください

　精神保健福祉士、保健師などの専門職がお話を伺います。
電話相談 同窓口☎703－9293
〔月～金曜（祝日・年末年始を除く）8時30分～17時〕

電話相談 ＃いのちSOS 0120－061－338
（月・木曜24時間、火・水・金～日曜8時～24時）
LINE相談 生きづらびっと
（月・水・金・土曜11時～16時30分、
　月・火・木・金・日曜17時～22時30分）

市はNPO法人自殺対策支援センターライフリンクと、協力して相
談者を支援するための連携協定を7月1日㈮に締結しました。同NPO
は、全国で電話・SNS相談を実施しています。生きづらさを感じてい
る人は、相談しやすい方法でお気軽にご相談ください。

生きづらびっと

生きる支援相談窓口（健康推進課）

NPO法人自殺対策支援センターライフリンク

問健康推進課☎366－7485

問健康推進課☎366－7481

　６月中旬以降、新型コロナウイルス感染者は増加傾向にあります。気温
が上昇する中でのマスクの着用は、体温調節がしづらくなり、熱中症にな
るリスクを高めます。暑さを避け、水分を摂

と

るなどの「熱中症予防」と、
マスクの着用や換気などの「新型コロナウイルス感染症予防」を両立させ
ましょう。

 ポイント
◦ 屋外で2m以上離れているときや、ほとんど会話がない

ときは、マスクを外す
◦マスク着用時は、激しい運動を避ける
◦喉が渇いていなくても、こまめに水分を摂る
◦気温だけでなく、湿度の高いときも注意する

両立しよう！

熱中症予防×新型コロナウイルス感染症予防熱中症予防×新型コロナウイルス感染症予防
感染再拡大記録的猛暑

東松戸病院・介護老人保健施設梨香苑は
令和6年3月31日に閉院します

治療を受けていただきました患者さま、地域の皆さまには、ご不便、
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げま
す。閉院までの間、入院病床は必要に応じて段階的に縮小していきます
が、外来診療は継続します。詳細は同課にお問い合わせください。

東松戸病院総務課☎391－5500

　精神保健福祉士、保健師などの専門職がお話を伺います。
 同窓口☎703－9293〔月～金曜（祝日・年末年始を除く）8時30分
～17時〕

今年3月に3回目接種した人に

4回目接種券を7月13日㈬に発送しました

送付対象者60歳以上、18歳以上で1・2回目を「基礎疾患
保有者などの優先期間」に予約して接種した人　
発送時期3回目接種から4カ月目の中旬以降

※ 臨時窓口で４回目接種券を申請した場合は、３回目接種から4カ月目
の中旬以降かつ申請から約２週間後に発送します。

臨時窓口を開設　7月23日㈯9時～12時
 接種予約（新規・変更・取消） 4回目接種券の申請受付

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
0120－684－389、☎050－5526－1081

会場 市役所新館地下1階、常盤平・小金原各市民センター

松戸市お知らせ
キャラクター・まつまつ

2 広報まつど　2022（令和4）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。



スポーツ基本法に基づき、松戸市スポーツ推進計画（案）を作成しました。
皆さんの意見をお寄せください。
案の公表日と公表方法7月20日㈬から、市ホームページへの掲載、スポー
ツ課、松戸運動公園・柿ノ木台公園・小金原・常盤平各体育館、行政資料
センター、各支所、図書館（本館・分館）、まつど市民活動サポートセン
ターでの閲覧
意見の提出方法8月19日㈮〔必着〕までに、書面に住所・氏名・表題「松
戸市スポーツ推進計画（案）について」を記入して、持参（各支所可）・郵
送・FAX・Eメール・市ホームページ専用フォームのいずれか
で、〒271－8588松戸市役所　スポーツ課 366－7475、

mcsports@city.matsudo.chiba.jp （☎703－0601）へ  
※意見に対する個別回答は行いません。

松戸市スポーツ推進計画（案）のパブリック
コメント（意見募集）手続きを実施します

　市内小学校では、申し込み方法などを記載した案内を配布して
います。市内在住で市外に通学している小学生も対象です。詳細
は案内または市ホームページをご覧ください。
試合開始日時8月14日㈰18時30分　
対戦相手サンフレッチェ広島　
会場三協フロンテア柏スタジアム　
対象市内在住・在学（私立を含む）の小学生　
定員300人（抽選）

8月2日㈫〔必着〕までに、Eメールまたは往復
はがきで 市ホームページ市ホームページ

6月の防災行政無線による行方不明高
齢者の探索結果

  1件あり発見されました。ご協力あり
がとうございました。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地域支援担当室
☎702－3652

インターネット公有財産売却システム
（KSI官公庁オークション） を利用して
公用車を売却します
申込期間 7/15㈮13時～8/1㈪14時入札
期間 8/15㈪13時～17㈬23時 売却車両
軽乗用車（ダイハツミラジーノ） ※市役
所駐車場で売却車両を公開します。希
望者は電話で事前に財産
活用課☎366－7316へ申
KSI官公庁オークションホ
ームページで

原爆被爆者に見舞金を支給します
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（通帳など）の
写しを郵送または直接〒271－8588松戸
市役所　地域福祉課（☎366－3019）へ

戦没者遺児を対象とした戦跡慰霊巡拝
対象地域 西部ニューギニア、トラック
諸島、パラオ諸島、ボルネオ・マレー半
島、マリアナ諸島、東部ニューギニア、
ビスマーク諸島、ミャンマー・タイ、ソロ
モン諸島、フィリピン、マーシャル・ギ
ルバート諸島、台湾・バシー海峡、中国
参加費用10万円問千葉県遺族会事務局
☎043－488－4430

相談支援専門員（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45分含む）勤務場所こども発達
センター 業務内容障害児相談支援事
業所での相談・助言・連絡調整など
募集人数 2人対相談支援従事者初任者
研修の修了者または障害者の保健・医
療・福祉・就労・教育分野における相談
支援・介護などの業務での実務経験（保
有資格により3～10年）がある人時給
1,490円（別途交通費支給）申電話で  
同センター☎383－6801へ

大規模小売店舗の変更届出の縦覧と
意見書の提出
縦覧場所商工振興課対象店舗テラスモール
松戸提出期限10/7㈮問同課☎711－6377

相模台地区土地区画整理事業が認可され
ました

　松戸字向山ならびに岩瀬字相模台お
よび字向山の各一部、約6ヘクタールの
土地区画整理事業が、6/21㈫に千葉県
知事から認可されました問松戸駅周辺
整備振興課☎366－7086

松戸中央公園・相模台公園で利用者アン
ケートを実施します

　公園利用の現状を把握するため、現
地にて利用者アンケートを実施します
調査日時 7/15㈮～26㈫各10時～12
時、15時～17時（雨天中止）場所松戸
中央公園・相模台公園問公園緑地課☎
366－7380

｢元気応援くらぶ」運営団体募集
  住民主体で介護予防のための活動を行
う「元気応援くらぶ」は、市内に73団
体あり、各々が体操・カラオケ・ボード
ゲームなど、好きなこと、得意なことを
生かしながら活動しています。登録団体
には、市が運営に関する補助金を交付し
ています。登録や補助金の申請には要件
があります。詳細は、公募要項をご覧く
ださい申R5/1/31㈫までに、応募申請
書を直接地域包括ケア推進課地域支援担
当室（☎702－3652）へ　※公募要項や
申請書類などは、同課同担
当室（市役所本館1階）で
配布。市ホームページか
らもダウンロードできます

｢中小企業退職金共済制度」をご存じ
ですか

  新規加入や掛金月額を増額する場合、
掛金の一部を国が助成します。掛金は全
額非課税で、手数料も掛かりません ※
市でも共済掛金の一部を助成する制度が
あります問 (独)勤労者退職金共済機構中
小企業退職金共済事業本部☎03－6907
－1234、商工振興課☎711－6377

イベント
ミニコンサート「うたのおもちゃばこ」
日8/4㈭11時～11時30分会ふれあい
22出演者日

ひ

向
が

野
の

のりえ氏（歌）、德川眞弓
氏（ピアノ）問障害者福祉センター☎
383－7111

①ストレッチヨガ②さわやかヨガ教室
日①7/19㈫、8月の㈫各10時～10時50
分、7/27㈬、8月の㈬各11時～11時50
分②7/21㈭・28㈭、8月の㈭（㈷を含
む）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500円
申電話で同センター☎391－3701へ

松戸プロジェクトパートナーについ
ての説明会

　介護予防を目的としたボランティア
を募集します日7/24㈰14時～16時
会市民会館申電話で地域包括ケア推進
課地域支援担当室☎702－3652へ

NPO・市民活動よろず講座「『やさし
い日本語』って何？〜やさしい日本語
の初歩を学んでみよう〜」
日8/6 ㈯10時～12時会まつど市民活動
サポートセンター対中学生以上で多文
化共生や地域活動に興味がある人定先
着20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

福祉のしごと就職フェア㏌ちば
日8/21㈰13時～16時会ホテルポート
プラザちば（千葉市）内就職面談問
（社福）千葉県社会福祉協議会千葉県福
祉人材センター☎043－222－1294

(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、Windows11の操
作、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を使った文書作成講座、Excelを
使った表計算講座、Excel応用講座、
PowerPoint基礎・応用講座、Access基
礎・応用講座、夜間Excel講座費お問い合
わせください問同センター☎349－3200

会議
みんなが元気になる公共交通の検討
会議
日 7/21㈭13時30分から会衛生会館
傍聴定員先着10人（当日13時10分か
ら会場前で受け付け）問交通政策課
☎704－3996

庁舎整備検討委員会
日7/26㈫、8/1㈪各18時～20時会オ
ンライン開催　※傍聴会場など詳細は
市ホームページをご覧
ください問オフィス・
サービス創造課☎701
－8611

男女共同参画推進協議会
日7/27㈬13時30分から会ゆうまつど
4階ホール傍聴定員先着5人（当日13時
15分から会場前で受け付け）問男女共
同参画課☎364－8783

障害者計画推進協議会
日7/27㈬14時～16時会市役所新館7
階大会議室傍聴定員先着10人（当日13
時45分から会場前で受け付け）問障害
福祉課☎366－7348

献血推進協議会
日7/28㈭10時～11時30分会中央保健
福祉センター傍聴定員先着5人（当日9
時45分から会場前で受け付け）問健康
推進課健診班☎366－7487

介護保険運営協議会
日7/28㈭14時から会市役所新館７階
大会議室 傍聴定員先着5人（当日13時
45分から会場前で受け付け）問介護保険
課☎366－7370

松戸駅周辺まちづくり委員会
日7/28㈭14時～16時会市役所新館5階
市民サロン傍聴定員15人（抽選。当日
13時30分～13時45分に市役所新館8階
松戸駅周辺整備振興課前で受け付け）
問同課☎366－7086

博物館協議会
日7/30㈯14時から会市立博物館会議室
傍聴定員先着4人（当日13時50分まで会
場前で受け付け）問同館☎384－8278

地域自立支援協議会
日8/3㈬14時～16時会市役所新館7階
大会議室傍聴定員先着10人（当日13時
45分から会場前で受け付け）問障害
福祉課☎366－7348

虐待防止連携推進会議
日8/5㈮10時～12時会市役所新館７
階大会議室傍聴定員先着5人（当日9時
45分から会場前で受け付け）問地域包
括ケア推進課☎366－7343

市ホームページ

市ホームページ

同オークション

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　

お知らせ

柏レイソル公式戦柏レイソル公式戦 に市内在住・在学の
小学生300人を抽選で無料招待 要申込

 ㈱日立柏レイソルマーケティ
　ング部　☎04－7162－2250　

同伴の保護者はMR指定席を
3,200円で購入できるよ！

ⓒ1993 .H.K.REYSOL

レイくん
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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）〕　
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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。

　皆さんから公募した作品（洋画・日
本画・彫刻など）を展示します。
日時7月26日㈫～8月7日㈰（月曜除く）
10時～18時まで（最終日は15時まで）
会場文化ホール
費用無料
作品に関すること
松戸美術会・片岡☎090－8304－1961
会場に関すること
文化ホール☎367－7810

松戸市美術展覧会松戸市美術展覧会

昨年度洋画部門市展賞
『記憶』作者：佑

ゆ め

芽

鳳
ほ う す う

雛コンサートin戸定邸

戸定歴史館
企画展

下矢切第六
ろくてん
天〔上矢切神

しんめい
明神社（明治39年昭武撮影）〕

秋
あ き ば
葉神社御輿

〔戸定邸庭園で（明治42年頃昭武撮影）〕

竹ノ花雷神（明治39年昭武撮影）

徳川昭武徳川昭武のの生活生活ととその視線その視線
古
こ し ゃ し ん

写真で見る
徳川昭武の生活とその視線

会期7月16日㈯～9月25日㈰9時30分～16時30分（17時閉館）

　参加用紙を手に、3施設内に設置された謎を解き、集めた謎
解きワードで答えとなるキーワードを完成させよう！
期間7月16日㈯～9月25日㈰〔休館日（各施設月曜）を除く　※祝・
休日の場合は開館し、翌平日休館。博物館のみ8月26日㈮も休館〕
景品配布対象小学生以下（1人1個）　※景品は無くなり次第終了。
持ち物筆記用具　費用無料（市立博物館内の常設展示は高校生
以上有料）　問い合わせ・参加用紙配布場所21世紀の森と広場内
パークセンター☎345－8900、森のホール21☎384－5050、
市立博物館☎384－8181（ゴール）

謎謎解解ききララリリーー22002222
まつど文化のMO R I 小学生以下

に景品あり！

～江戸時代編～
会期7月16日㈯～8月28日㈰ 9時30分～16時30分（17時閉館）

休館日月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）、8月26日㈮

会場同館 企画展示室　費用無料

市立博物館館蔵資料展

　江戸幕府による統一政権が成立した江戸時代は、村や町を基礎とする文書による統
一が全国に浸透し、平和な時代は250年以上続きました。各地で独自の地域文化が花
開き、この時代に生まれた数々の文化は、現在にまで色濃く残っています。
　本展では、市内に残された歴史資料を展示し、それらが松戸の人たちによって大切
に保存・活用され、継承されてきた経緯を分かりやすくお伝えします。

下
しもうさのくに

総国松戸宿絵図面
江戸時代の松戸宿周辺の
絵図。土地の地名がよく
分かります

近
おうみのくに

江国むかで山ゆらい
藤原秀

ひでさと

郷の近江国（滋
賀県）瀬田の唐橋での
ムカデ退治伝説の瓦版

古文書古文書ををみる みる 絵図絵図ををよむよむ
同館☎384－8181

　若手の和楽器奏者によって構成される演奏家集団「鳳雛」。場所や催しに合わせて
都度異なる和楽器編成で、調和の取れた空間音楽を追求しています。今回は4人の
奏者が箏

そう

・三
さんげ ん

絃・琵琶・尺八で戸定邸を彩ります。申し込み不要で鑑賞できます。
7月24日㈰13時30分、14時30分
費用戸定邸入館料
（公財）千葉県文化振興財団☎043－222－0077

和楽器集団

吉
よしこし
越瑛
えいざん
山氏（尺八）久保田晶

あきこ
子氏（琵琶）池田和花奈氏（三絃）石田真奈美氏（箏）

森のホール21

21世紀の森と広場

市立博物館

前期

休館日月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）
入館料共通入館券一般320円、高校・大学生160円　個別入館券戸定邸250円、戸定歴史館150円
※混雑時は入場規制など緩和措置を実施する可能性があります。

　他にも昭武が手掛けた趣味の作品、当時の生
時代の松戸から現在の松戸へのつながりに注目し
の空間を作品としてデザインする「インスタレー

竹ノ花雷神
（現在）

　1884（明治17）年に戸定邸を建設し松戸に移り住んだ、最後の将軍徳川慶喜の弟・徳川昭武は、狩猟・
釣り・陶芸などさまざまな趣味を楽しむ中で、特に写真撮影に熱中しました。写真がまだ珍しかった
時代に、昭武は江戸川流域の自然や郊外の農村風景などを撮影しています。これらは当時の風景や生
活の一幕を今に伝える貴重な記録となっています。
　他にも昭武が手掛けた趣味の作品、当時の生活を記録した資料群から彼の後半生を紹介し、明治
時代の松戸から現在の松戸へのつながりに注目します。8月は市内アーティストとコラボし、展示室
の空間を作品としてデザインする「インスタレーション」を期間限定で予定しています。

戸定歴史館
☎362－2050
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ドライフラワーで作る夏のウェルカムボード
7月29日㈮10時30分～11時30分
講師プチフルール代表・箕

み の わ

輪朱
あ け み

美氏　定員先着12人
持ち物持ち帰り袋（30cm×30cm）　費用2,300円

サマーハンギング
8月4日㈭10時30分～11時30分
講師フルーデリー代表フラワーデザイナー・堂

ど う ま え

前絵美子氏
定員先着12人　持ち物工作用はさみ、マチのある持ち帰り袋
（40cm×50cm）　費用2,200円

夏休み親子レッスン（フラワーイングラス）
8月11日㈷10時30分～11時30分、13時～14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
めぐみ

氏
定員各先着5組10人　※要保護者同伴、未就園児参加可。
持ち物持ち帰り袋（20cm×20cm）　費用1,500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

東松戸ゆいの花公園の講座東松戸ゆいの花公園の講座 要申込

①7月29日㈮、8月25日㈭②8月2日㈫・26日㈮③8月4日㈭・23日㈫各10時～11
時30分　会場各保健福祉センター（①小金②中央③常盤平）　内容夏休みを元気に過
ごすための食事の話と調理実習（ジャムは持ち帰り）　対象小学3年～6年生とその
保護者（2人1組）　定員各先着10組程度　持ち物エプロン、三角巾、布巾2枚、手
拭きタオル、筆記用具、飲み物　※参加者それぞれ用意。　費用無料

電話で健康推進課☎366－7481（9時～17時）へ　※いずれか1日のみ参加可。

親子で作ろう‼廃材を使ったアルバム
日時7月29日㈮12時30分～14時30分
会場常盤平市民センター　定員先着15組

親子で学ぶ認知症×SDGs
日時8月5日㈮9時30分～11時30分
会場常盤平市民センター　定員先着15組

備えよう！親子で防災体験
日時8月23日㈫13時～15時　会場常盤平体育館　定員先着8組
　
共通対象小学生とその保護者

電話で同センター☎330－6150へ

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。

親子で楽しむクッキング教室親子で楽しむクッキング教室
～夏野菜でジャムを作ろう！～～夏野菜でジャムを作ろう！～ 要申込

8月24日㈬10時30分～13時30分
会場市民会館
講師市国際交流員・チュオン・トゥイ・ラン
対象小学3年～6年生とその保護者
定員10組（抽選）
費用1組1,000円

7月31日㈰までに申し込みフォームで

（公財）松戸市国際交流協会☎711－9511

おやこでつくるおやこでつくる
ベトナムベトナム夏料理夏料理 要申込

～フォーサラダとバンチョイ（ベトナムスイーツ）作り～

申し込み
フォーム

M
み ぃ あ

IEA世界めぐり

常盤平児童福祉館　夏のイベント 要申込 無料

おばけやしき
8月26日㈮10時～15
時30分
※30分の交代制。

7月22日㈮10時から
直接同館窓口で

市内の児童館・こども館へ行こう！
　こども館は市内に5カ所あり、0～18歳ま
での子どもたちが自由に遊べます。楽しい
イベントもあるので、ぜひ遊びにきてね！
詳細は、市ホームページをご覧ください。 市ホームページ　毎週2・3日、体験プログラムやフリースペースな

ど予約しないで遊べる楽しいイベントがいっぱい！詳
細は市ホームページをご覧ください。
日時7月26日㈫～8月30日㈫13時30分～17時30分
対象小学生　※プログラムや混雑状況によって人数
制限あり。　費用無料

問同館☎342－9930

夏休みは遊びの基地夏休みは遊びの基地☆☆
青少年会館へ！青少年会館へ！

市立図書館☎365－5115夏休みは本を読もう！夏休みは本を読もう！

応募期間8月2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

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

7月21日㈭～8月30日㈫9時30分～17時（月曜、7月29日㈮は除く）
会場子ども読書推進センター

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」

日時 講座 対象
① 7/22 ㈮ 10:00～11:30 PEKOぽん！のおはなしおんがく会 幼児～小学生
② 7/26 ㈫ 10:00～11:30 夏休み工作「魚釣りゲーム」 4歳～小学1年生
③ 8/  9 ㈫10:00～11:00 平和について考えよう 小学生と保護者
④ 8/16 ㈫ 10:00～10:40 高校の選び方 中学生
⑤ 8/19 ㈮ 14:30～16:00 理科読講座「光のふしぎ」 小学生
⑥ 8/23 ㈫ 10:00～11:00 POPのつくりかた 小学～中学生
定員各先着20人

各講座の前日までに、市ホームページ内のちば電子申請サービスで

市ホームページ

講座 要申込

企画展示
●児童文学者・松岡享子氏 子どもの本のせかい●見てトクする自由研究

同館ホームページ
「おはなし会のご案内」

絵本はじめのいーっぽ
〜乳幼児のための読み聞かせサポート〜 要申込

対象0歳～3歳程度の子とその保護者
①④のみ電話で各会場へ（②③⑤は申込不要）

※詳細は同館ホームページをご覧ください。

0歳〜3歳くらい 小さい子のためのおはなし会
日時7月15日㈮・22日㈮・26日㈫・28日㈭各10時30分～
11時、14時30分～15時
会場子ども読書推進センター　対象0歳～3歳程度の子とその保護者　定員各先着6組

幼児〜小学生 みんなのおはなし会
日時7月①15日㈮②20日㈬③22日㈮④26日㈫⑤28日㈭各15時30分～16時
会場各市民センター（①五香③新松戸）、②⑤図書館東松戸地域館④図書館小金
分館　対象幼児～小学生とその保護者　定員各先着①③8組②⑤6組④3組

子ども・本まつり松戸っ子おすすめ本
P
ポ ッ プ

OP作品コンクール 要申込

親子で参加できるおはなし会

昨年度中学生の部・最優秀賞作品昨年度小学生の部・最優秀賞作品

常盤平高齢者いきいき安心センター常盤平高齢者いきいき安心センター
（地域包括支援センター）（地域包括支援センター）の催しの催し 要申込

親子で参加！

市ホームページ

日時 会場 電話番号 定員（先着）
① 7/15 ㈮ 10:00～10:30 CMS子育て支援センター

（六高台保育園内） 394ー5590 5組

② 7/22 ㈮ 10:45～11:15 チェリッシュ・サポート・システム
（野菊野こども園） 308ー5880 20組

③ 7/22 ㈮ 11:20～11:50 根木内こども館 315ー2985 6組
④ 7/27 ㈬ 10:30～11:00 ほっとるーむ新松戸 375ー8737 8組
⑤ 7/28 ㈭ 10:30～11:00 矢切公民館 368ー1214 6組

子ども読書推進センター☎331－0077

同館☎387－3320



　突然歯が染みるなどの症状を経験した人は多いのではないでしょうか。
それは知覚過敏かもしれません。
　テレビのCMなどでご存じかもしれませんが、冷たい物を口にしたとき
や歯磨きのときにキーンと染みることを、象牙質知覚過敏症と言います(む
し歯が原因の場合もあります)。
　歯は大まかに三層の構造からなり、一層目はエナメル質という一番表層
の白い部分です。二層目に象牙質、三層目に歯髄と言われる神経がありま
す。知覚過敏症は二層目の象牙質が露出してしまうことが原因で生じま
す。象牙質には象牙細管と言われる多くの微細な管が多数あり、ここを刺
激が通過し神経に伝わって、一時的に染みたり、または一過性の痛みを誘
発したりします。これが象牙質知覚過敏症です。
　では、なぜ象牙質が露出してしまうのでしょう。それには下記のような
原因があります。
◦�強い圧によるブラッシングや歯周病、加齢などによる歯肉退縮が生じ、
歯根の象牙質が露出
◦咬

こうもう

耗と言って徐々に歯の表面が削れたり、欠けたりしてしまう
◦��歯ぎしりや食いしばり、かみしめなどにより歯の表面が削れてしまう
　では、知覚過敏症へはどのように対処すれば良いのでしょうか？

　まずは、歯科医師に相談してみましょう。本当に知覚過敏症なのか、それ
ともむし歯による症状なのかをしっかり見極める必要があります。それによ
り対処方法も変わってきます。
　知覚過敏症ということであれば、次の対処方法を考慮してみましょう。象牙質知覚過敏症について

歯を大切に 226歯丈夫 胃丈夫 大丈夫
健康で明るい未来のために

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室

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 来所 8/4㈭・15㈪

各14:00～16:00
酒害相談 来所 8/18㈭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

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

新松戸　☎346－2500 346－2514

健康で過ごすためのポイント
日7/29㈮10時～11時会新松戸市民センター定
先着20人申電話またはFAXで

常盤平　☎330－6150 330－6260

認知症サポーター養成講座
日8/2㈫14時～15時30分会常盤平市民センター
定先着20人申7/29㈮までに電話で

矢切　☎710－6025 710－6027

シニアのための転倒予防教室
日7/28㈭14時～15時会柿ノ木台公園体育館対
65歳以上定先着20人 上履き申7/15㈮9時か
ら、電話またはFAXで

小金　☎374－5221 349－0560

【Zoom開催】オンラインサロン＆体操
in小金
日8/5㈮10時～11時対65歳以上
申電話または申し込みフォームで 申し込み

フォーム

ちば電子申請
サービス

　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　
　再就職活動のノウハウを、講義やワーク、ロールプレイなどを交えて
学んでいきます。
日時①7月30日㈯②8月6日㈯各10時～12時40分（講義は11時30分まで)
会場ゆうまつどまたはオンライン　※オンラインは講義のみ｡　
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人程度（オンライン20人程度)　
持ち物筆記用具、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）
ちば電子申請サービスまたは電話で高齢者支援課☎366－7346へ

シニア世代向け再雇用促進セミナー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55歳からの実践就職活動 要申込

菊地克幸氏

同館☎368－1237

※�30日㈯は10時30分、11時30分の通常番組
を休演します。
定員各先着80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
につき付き添いの人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、同館2階で受け付け

8月の星空観望会
夏の星座と夏の天体 要申込
8月13日㈯18時30分～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
生以下は保護者同伴。　費用無料
7月20日㈬17時までに、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人まで申し込み可（1家
族6人以上の場合は応相談）。

※�当日は10時30分、11時30分
の通常番組を休演します。 市ホームページ

7月のイブニングプラネタリウム
ファミリーシアター リーベルタース
天文台だより　夏の星座の物語
7月29日㈮・30日㈯各18時～18時20分
星と癒やしの時間 さそり座
7月29日㈮・30日㈯各19時～19時40分

体験型オーナー農園体験型オーナー農園でで
野菜野菜を育てませんか？を育てませんか？ 要申込
　ホウレンソウ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10日㈯・11日㈰　間引き等（予定）
10月15日㈯・16日㈰　収穫（予定）11月上旬ごろ
作業時間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20
区画（申し込み多数の場合は1人1区画で先着順）
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29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

　象牙質知覚過敏症には残念ながら特効薬はありません。ただ上手に対応す
れば症状の悪化を止めたり、軽減させたりすることは可能です。心配だなと
思う方はぜひ歯科医師にご相談ください。

（公社）松戸歯科医師会 https://matsudo.cda.or.jp

◦�適切なブラッシングができているか
　歯ブラシの毛の硬さが硬すぎると歯を削ってしまう原因になるの
で、普通あるいは柔らかい物に変えましょう。
◦�ブラッシング時、力を入れすぎてないか
　もし短期間の使用で毛先が開いてしまうという方はブラッシング
時の力が強すぎるかもしれません。物足りなさを感じるかもしれませ
んが、優しい力でブラッシングをしましょう。力が強いと歯が削れた
り、歯肉退縮を起こしたりする原因となりますので注意してください。
◦�知覚過敏用の歯磨剤を使ってみましょう
　その歯磨剤との相性もあり100％効くとは言えませんが、２週間か
ら1カ月程度の使用で徐々に染みにくくなってきます。その後も継続し
て使うことが大切です。
◦�定期的なメンテナンス
　歯科医院での知覚過敏に対応するコーティング剤の塗布、むし歯や
歯肉退縮の原因になる歯周病予防のため定期的にメンテナンスを受
け、適切な口

こうくう

腔ケアができているか確認してもらいましょう。

広報まつど　2022（令和4）年7月15日6

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。



ルールを守ってルールを守って
楽しい花火楽しい花火

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
☎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）

①～④の各催しは事前申込制です。
同館ホームページまたは往復はがき

（1人1枚）に、郵便番号・住所・氏名
（ふりがな)・電話番号・返信用宛名・
希望コースを記入して市立博物館
〒270－2252 松戸市千駄堀671へ

◆館蔵資料展「古文書をみる
絵図を読む〜江戸時代編〜」
7/16㈯〜8/28㈰　会場企画展
示室　※詳細は4面をご覧くだ
さい。
◆①歴史を語る「(仮)近世松
戸の村とくらし」
8/6㈯13時〜15時　会場同館講堂
講師江東区文化財主任専門員・
出口宏幸氏　定員80人（抽選)
費用無料　申 7/25㈪〔必着〕
まで
◆②博物館館内公開「博物館
の裏側、お見せします」　
8/7㈰10時〜11時　定員15人
（抽選)　費用無料　申7/25㈪
〔必着〕まで

※飲み物を持参してください。
※申し込みは当日会場で。
※スポーツ推進委員主催。

●グラウンド・ゴルフ教室
7/24㈰8時30分〜12時　会場
東
とうぜん

漸寺
じ

本堂裏公園（駐車場使用
不可)　定員先着50人
問堀☎344－1735

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〜仏像の見分け方
を学ぼう！〜
7/22㈮13時15分〜15時30分　
講師日本画家・泉

いずみ

晴
せいこう

行氏　定員
15人（抽選)　費用無料
申7/19㈫9時〜17時の間に、電
話で社会教育課☎367－7813へ

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

◆企画展「古写真で見る徳川
昭武の生活とその視線」
7/16㈯〜9/25㈰
※詳細は4面をご覧ください。
◆鳳

ほ う す う

雛コンサートin戸定邸
7/24㈰13時30分、14時30分
※詳細は4面をご覧ください。

開館時間…9時～18時（7/23㈯から
再開)
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館)　　
※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
（8/11㈷、8/13㈯、8/14㈰を除く)。
※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｡

◆ドンちゃん・グリちゃんの自
然展
※詳細は1面をご覧ください。

パークセンター
☎345−8900

21世紀の森と広場

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

◆松戸市美術展覧会
7/26㈫〜8/7㈰
問片

かたおか

岡☎090－8304－1961
※詳細は4面をご覧ください。
◆松戸鎌ケ谷地区高等学校合
同書道展
8/13㈯・14㈰
問竹

たけまた

俣☎385－3201

文化ホールギャラリー
☎367−7810

古民家 旧齋藤邸
紙敷588

戸定歴史館
☎362−2050

◆③博物館でアート「中学生
以上」　
8/20㈯14時〜16時　内容色鉛
筆で浮世絵の塗り絵にチャレン
ジ！　会場同館実習室　講師学
習支援専門員　対象中学生以上
定員10人（抽選)　費用無料　
申8/8㈪〔必着〕まで
◆④吾妻鏡を読む〔全5回〕
8/26㈮、9/9㈮・23㈷、10/7㈮・
21㈮各18時30分〜20時30分　
内容鎌倉時代の歴史書「吾妻鏡」
を読み進める　会場ゆうまつど
講師同館学芸員　定員30人（抽
選)　費用無料　申8/10㈬〔必
着〕まで

運動公園
☎363−9241

◆運動公園カルチャー教室・
かけっこ教室
毎週㈬17時〜18時　会場陸上競
技場　対象5歳児〜小学4年生　
定員先着20人　費用1,000円

　使用方法を守り、けがや火事に注意しましょう。深夜の花火や後片付けをしない
などの行為は周辺住民の迷惑になります。ルールとマナーを守って楽しみましょう。

予防課☎363－1114 

事前に準備しましょう事前に準備しましょう  ●水が入ったバケツ●ごみ袋●ろうそく、線香
楽しく花火をするために楽しく花火をするために  ●花火を人や建物に向けない●燃えやすい物や衣服に火が
付かないよう注意する●正しい位置に正しい方法で点火する●花火をほぐさない

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

◆うたごえコンサート＆マルシェ　みんな
あつまれ !（屋外販売あり）
日7/17㈰10時〜15時会NPOたすけあい
の会ふれあいネットまつど（新京成常盤平
駅下車）費うたごえコンサートのみチケッ
ト代200円問同NPO☎710－7450
◆ 【Zoom開催】川村学園女子大学公開
講座「困難な時代を生きる」
日7/17㈰13時15分〜15時30分定 先着
90人申同大学ホームページ https://
www.kgwu.ac.jp/category/info/shinri_
centerで問同大学心理相談センター・久保
☎04－7183－7165
◆認知症に関する相談と交流会（松戸の
つどい）
日7/22㈮13時〜15時会総合福祉会館
定先着8人申ちば認知症相談コールセン
ター☎043－238－7731（㈪㈫㈭㈯10
時〜16時）へ
◆「鎌倉殿の13人」矢切の渡しから柴又
帝釈天へ
日7/24㈰・31㈰各13時松戸駅西口集
合、15時現地解散定各先着13人費各
500円（中学生以下無料）申電話でLLP
松戸学会・須藤☎343－3376へ
●夏祭り皆で歌おう音楽会
日7/31㈰14時〜16時会矢切公民館申
電話で松戸音楽活動同好会・武

たけいし

石☎090
－9686－6793へ
◆原爆の絵展
日8/3㈬〜7㈰9時〜20時（8/3㈬は12時
から、8/7㈰は16時まで）会市民会館
問憲法を生かす会・同展実行委員会・篠
原☎386－4339へ

◆マンションの高齢化を考えるワークショップ
日7/26㈫15時〜16時30分会勤労会館
対マンション管理組合の役員・管理会社・
管理人、居住者など定先着30人持筆記
用具申電話でまつどNPO協議会・井坂
☎050－5602－4772へ
◆子供陶芸教室
日8/5㈮10時〜12時（9時30分から受け
付け）会常盤平市民センター対小学3年
生以上定先着20人費500円申電話で常
盤平老人福祉センター陶芸クラブときわ
窯
がま

・岩尾☎090－8306－5290へ
◆高校生の保育士体験サマースクール 
〜あなたも保育の感動体験をしてみませ
んか？〜
日8/23㈫10時〜11時30分、8/24㈬9時
30分〜12時、8/25㈭9時30分〜15時30
分、8/26㈮9時30分〜11時30分会野菊
野こども園対市内在住・在学の高校生申
電話で同園・皆藤☎365－8385へ
◆失語症者向け意思疎通支援者養成研
修必修基礎コース〔全13回〕
日9/4㈰〜11/27㈰　※詳細は千葉県言語
聴覚士会ホームページ https://chiba-
st.com/st/ishisotuu-shienをご覧くださ
い問同会☎080－7187－2524
●松戸市民コンサート（ベートーヴェン
作曲 『第九』）合唱団員募集
日10/8 〜12/10の㈯18時30分〜21時（コ
ンサートは12/11㈰）会市内公共施設費
22,000円申8/26㈮までに松戸市音楽協
会ホームページで問同協会・若井☎080
－5525－0497

◆夏休み限定!!生け花体験＆ワークショップ
日①7/23㈯②7/30㈯③8/6㈯④8/20
㈯⑤8/21㈰⑥8/27㈯各14時〜15時内
①②③⑥生け花体験④⑤ワークショッ
プ（レジン使用）会①③④稔台②⑤⑥
八柱各市民センター対3歳児〜22歳（保
護者も別料金で参加可）定各先着20人
費各2,000円申電話で華道育成会・藤

ふじひら

平
☎090－2909－6159へ

◆水質環境から学ぶ〜子供エコせっけん教室〜
日8/6㈯10時〜12時会馬橋市民センター
対小学生定先着20人申電話でアースコ
ン・マツド・小堀☎090－6186－0749へ
◆高校生に流通経済大学新松戸図書館を
開放（資料貸し出しは不可）
日8/16㈫〜31㈬9時〜17時（㈯㈰を除
く） 会同大学新松戸キャンパス5階図書
館持生徒手帳問同大学☎340－0244

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
※7/31㈰、8/6㈯を除く。

7
月

博物館を支える学芸員の仕事1 資料
の収集と整理保管（32分）

8
月

ベアテ・ゴードン 憲法草案を起草した
アートデレクター（27分）

土日祝のキッズシアター
(土・日曜、祝日）13:15
※7/31㈰、8/6㈯を除く。

7
月

アニメふるさと再生　日本の昔ばなし
「こぶとり爺さん、たにし長者、魚
女房｣（25分)

8
月

アニメふるさと再生　日本昔ばなし
「ほら吹き娘、熊と狐、和尚と小僧の
川渡り」（25分）

◆博物館ミュージアムシアター
会場講堂　定員各先着84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18歳以上の女性費月1,500円問青
木☎392－8378
●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
●馬橋ペン習字サークル
日月3回㈭10時〜12時会馬橋市民セン
ター内ボールペン、つけペン、筆ペンなど
費月2,500円 1,000円問岡本☎090
－4713－4499
●松戸混声合唱団
日㈮18時〜21時 会ゆうまつど他費月
5,000円 1,000円問伊藤☎349－0238
●パピヨンダンスサークル（社交ダンス)
日㈯10時〜12時会小金原市民センター
費月3,000円 1,000円問国井☎090
－4058－8425

●フォトサークルアイリス
日第3㈯16時〜19時会常盤平市民セン
ター内写真撮影会、写真の評価・講評、
写真展示会費月1,500円 1,000円問
中西☎386－6070
◆ストレッチ・ヨーガ（B）
日 ㈬13時〜14時30分（第4㈬のみ13時
30分〜15時）会運動公園小体育室費月
2,000円 1,000円問小川☎364－9874
◆矢切ハワイアンダンスクラブ
日第2・4㈮各13時〜15時会総合福祉会
館費月700円 1,000円問大場☎090－
5211－9622
◆フランス語を話そう会
日第2・4㈮各10時〜12時会ハーベスト
ビル101号室（新京成みのり台駅下車）費
月500円問加藤☎080－3702－5100
◆拳法空手道大

お お す か い

洲会（護身術、空手）
日㈭19時〜21時会常盤平第三小学校体
育館対4歳以上費月1,000円問井

い げ た

桁☎
090－1427－8447

会 員 募 集
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　松戸駅周辺の活気と賑わいのため、
事業者・行政・関係機関などが連携
し、3年ぶりに西口公園でビアガーデ
ンを開催します！地元でおなじみのお
店が出店し、プロのバンド演奏、ダン
ス、阿波踊り、大道芸などのイベント
もあります。コロナ禍でも安心して楽しめるよう事前申込制で開催します。
地域の人たちと交流しながら、夏の暑さを吹き飛ばしましょう！
日時7月30日㈯・31日㈰各15時～20時　会場松戸西口公園

同イベントホームページで
松戸まちづくり会議・堀尾☎090－6000－6653、
にぎわい創造課☎366－7327

世界のためにみんなで考えよう

地
生
方

創

VOL.
3

政策推進課
市政総合研究室
☎704－4006

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。

同イベント
ホームページ

松戸駅周辺に
賑わいを

八重咲

in

レベル１ ソファに寝たままできること−S
ソ フ ァ

OFA S
ス ー パ ー ス タ ー

UPERSTAR−
●節電をしよう。使っていないパソコンは完全に電源を切ろう●女性の権利や気
候変動について面白い投稿を見つけたら、ネットワークの友達にシェアしよう●

オンライン検索で、持続可能で環境に優しい取り組みをしている企業を探してみよう
レベル2 家にいてもできること−H

ハ ウ ス ホ ー ル ド

OUSEHOLD H
ヒ ー ロ ー

ERO−
●ドライヤーや乾燥機を使わずに、髪の毛や衣服を自然乾燥させよう●生鮮品や残
り物、食べきれないときは早めに冷凍しよう●できるだけ簡易包装の品物を買おう

レベル3 家の外でできること−N
ネ イ バ ア フ ッ ド

EIGHBOURHOOD N
ナ イ ス

ICE G
ガ イ

UY−
●買い物は地元で●詰め替え可能なボトルやコーヒーカップを使おう●買い物には
マイバックを持参しよう

レベル4 職場でできること−E
エ ク セ プ シ ョ ナ ル

XCEPTIONAL E
エ ン プ ロ イ

MPLOYEE−
●社内の冷暖房装置は省エネ型に●職場で差別があったら、どんなものであれ声
をあげよう●労働者としての自分の権利を知ろう。そして、不平等と闘おう

日常の中でできるSDGsアクション〜変化はあなたから始まる〜
　全世界的な目標であるSDGsは、世界中の全ての人々が当事者
意識を持つことが大切ですが、「貧困をなくそう」、「海の豊かさ
を守ろう」といった壮大な17の目標は、自分とは遠く離れた関
係のないことだと思いがちです。
　しかし、日常生活の中でも、世界を変えるためにできることは
たくさんあります。実はすでにあなた自身がSDGsに貢献してい
る可能性もあるのです。
　今回は、国連広報センターが紹介している、誰もができる
SDGsに貢献できることの一部をご紹介します。
※SDGsとは、2015年9月の国連サミットにおいて合意された持

続可能な開発目標のことです。

国連広報センター「持続可能な社会のために　ナマケモノにもできるアクション・ガイド」より作成

　

　初心者でも気軽に楽しめて、曲のカバーや演奏がしやすい「EASY 
PUNK」をテーマに楽曲を世に送り出すロックバンド・TENDOUJI。
2018年に、アメリカ最大級の音楽フェスティバルの一つ「S

サウスバイサウスウエスト

XSW」、
2019年・2021年には毎年世界から国内にビッグアーティストが集
まり、多くのバンドが憧れる「F

フ ジ  

UJI R
ロ ッ ク

OCK F
フ ェ ス テ ィ バ ル

ESTIVAL」に出演する
などの実力派です。
　ヨシダタカマサ（ベース、
写真左上）、モリタナオヒコ

（ギター・ヴォーカル、写
真左下）、アサノケンジ（ギ
ター・ヴォーカル、写真右
上）、オオイナオユキ（ドラ
ム、写真右下）の4人がバ
ンドを結成したのは2014
年、メンバーが20代後半のとき。彼らの母校である新松戸北中学校を
卒業してから一度は別々の道を歩みましたが、卒業後毎年屋台を出店
していた新松戸まつりで「地元の友達と何か形を残したい」と考えた
のがバンド結成のきっかけだったと当時を振り返ります。
　幅広い世代から支持を得ているTENDOUJIも、結成当時は順風満
帆ではありませんでした。彼らの理想は、決まったルールを設けずお
客さんが会場で自由に曲を楽しめるライブ。「お客さんが楽しんでい
る姿を見ると、自分たちが楽しめる」というのが彼らのモチベーショ
ンですが、当時のライブハウスではイメージ通りの空気感に運ぶのが
難しく、悩んだそうです。しかし他のバンドやスタッフ、お客さんと
絶えず関わっていくことで自分たちも刺激を得て成長し、自然と理想
のスタイルを確立していけるようになったと言います。「コロナ禍で
ライブができるのが当たり前ではないことに気付かされました。聴き
に来てくれる人を大事に、毎回全力でステージに立っています」と、
以前にも増して全てのライブパフォーマンスに全力を注ぐようになっ
たと話してくれました。「今では、自分たちより若い世代から上の世
代、親子で観に来てくれる人もいます」とファンの層が厚くなってき
たと感じているそうです。
　現在、全国ツアーを回るなど、忙しい日々を送るTENDOUJIです

が、今後は地元の学園祭やお祭り
への参加、市内での野外ライブな
ど、松戸市内でも積極的に活動し
ていきたいと言います。「『松戸と
言えばTENDOUJI』と言われるバ
ンドになりたいですね」と笑顔を
見せる彼らから、今後も目が離せ
ません。

令和4年3月生
お宮参り終了♪今日は朝から
ずっとニコニコ。これからも
元気にすくすくと育ってね。
大好きだよ。

令和3年10月生
毎日見せてくれる笑顔がと
ても可愛い。特に泣き顔
が！今後の成長が楽しみ。

令和2年12月生
食べるのが大好きな女の子
です！これからも美味しい
ものいっぱい食べて元気に
育ってね！

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)・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 !

晴は

る

き稀
ち
ゃ
ん

己き

ど

う道
ち
ゃ
ん

紡つ
む
ぎ

ち
ゃ
ん

日常的にできることから、持続可能な社会に対する意識を高めていきましょう！

ビアガーデンビアガーデン

縞
しまがら

柄

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
2022.7.15
（令和4年）
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TENDOUJI
ホームページ

西口公園 要申込

あさがお展あさがお展

　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4日㈭～8日㈪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）

～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7日㈰9時〜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（あさがお鉢付き）
（公財）松戸みどりと花の基金☎710－2851へ

松戸×同級生×E
イ ー ジ ー パ ン ク

ASYPUNK
好きな音楽を好きな仲間と

ロックバンド・T
テ ン ド ウ ジ

ENDOUJI

　TENDOUJIのツアー情報などの詳細は、ホーム
ページをご覧ください。

昨年の展示の様子

2021年FUJI ROCK FESTIVALで
パフォーマンスするTENDOUJI
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