
新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症
一人一人の予防予防と拡大防止対策拡大防止対策が大切です

◦厚生労働省☎0120－565653〔9時～21時（土・日曜、祝・休日を含む）〕
◦千葉県☎043－223－2640〔9時～17時（土・日曜、祝・休日を含む）〕
◦松戸健康福祉センター（松戸保健所）☎361－2139〔9時～17時（土・
　日曜、祝・休日を除く）〕
◦健康福祉政策課☎704－0055〔9時～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕

一般的な電話相談窓口

申告期限が4月16日㈭に延長されました
市民税・県民税の申告は、できる限り郵送で

市民税課☎366－7322

◦発熱などの症状があるときは、事前に医療機関に連絡してから受診してく
　ださい
◦複数の医療機関を受診することは控えてください
※慢性疾患等があり定期受診をしている人は、電話などで薬の長期処方がで
きる場合があります。詳細はかかりつけ医にご相談ください。

医療機関を受診するときのお願い

◦学校や仕事を休み、外出を控える　
◦体温を毎日測り、記録しておく

発熱などの風邪の症状があるときの注意点

①風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている（解熱剤を飲
　み続けなければならないときも含む）
②強いだるさ（倦

けんたい
怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある

※高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患の基礎疾患がある人、透析を受けて
　いる人、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人は重症化しやすいた
　め、上記のいずれかの症状が2日程度続く場合はご相談ください。
※妊娠している人は、念のため、重症化しやすい人と同様に早めにご相談く
　ださい。

◦こまめに手洗いをする
◦咳

せ き

やくしゃみをするときは、マスク・ティッシュ
　ペーパー・ハンカチ・上着の袖などで口や鼻を
　押さえたりするなどの「咳エチケット」を守る
◦部屋の乾燥を防ぐ　◦栄養と休養を十分にとる
集団感染を防ぐために
◦1～2時間に一度、5分～10分程度窓を開けて、空気を入れ換える
◦換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間を避ける

予防のポイント

最新の情報はホームページをご覧ください

厚生労働省
ホームページ

千葉県
ホームページ

市ホームページ

申告期限4月16日㈭〔郵送の場合は消印有効〕
　申告期限は延長されましたが、各支所の申告受付会場
は、3月16日㈪で終了します。3月17日㈫以降は、市役
所市民税課で受け付けます。
※所得税の確定申告の相談は、税務署で受け付けます。

　市では、松戸市感染症対策本部を設置し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止に向け、国や千葉県、松戸市医師会などと連携して対応にあたっています。今後の
国内での感染拡大を最小限に抑えるため、市民の皆さんには引き続き、手洗い・咳エ
チケットの徹底と、集団感染のリスクが高いといわれている不特定多数の人が接触す
る場所を避けるなど、感染予防に取り組んでいただくようお願いします。

　詳細は、各施設や
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
ジをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響を
受ける中小企業者に対し、各相談窓口の
開設や、国・県による金融支援や雇用調
整助成金などの支援があります。詳細は
市ホームページをご覧ください。

利用中止になった施設、イベントの中止・延期 中小企業者への支援情報

市ホームページ
「利用中止になった施設」

市ホームページ
「中止・延期になったイベント等」

市ホームページ
「中小企業者への支援情報」

※子どもに関しては、現時点で重症化しやすいとの報告はありませんが、
　新型コロナウイルス感染症については左記の目安どおりの対応をお願いし
　ます。

帰国者・接触者相談センター
☎361－2140〔9時～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕
☎043－223－2989〔9時～17時（土・日曜、祝・休日）〕
※17時～翌朝9時までは、松戸保健所（☎361－2139）へ。

 以下の①②いずれかに該当する場合は帰国者・接触者相談センターへ

　不安な状況に付け込んで、デマや誤った情報が広がりやすくなっていま
す。根拠が怪しい情報をうのみにしたり、拡散させたりしないようにしま
しょう。自治体などの行政機関からの情報や、信頼できる報道機関からの情
報を確認しましょう。

悪質なデマに注意しましょう

　住民票などの証明書の申請や転出届など、各
種手続きの中には、郵送・インターネット・コ
ンビニエンスストアで行える手続きもあります。
詳細は、各手続きのお問い合わせ先にご確認い
ただくか、市ホームページをご覧ください。

窓口に行かずにできる手続きもあります

市ホームページ
「窓口に行かずにできる手続き」

市ホームページ
「申告期限延長のお知らせ」
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●広報まつど　2020（令和 2）年 3月15日●広報まつど　2020（令和 2）年 3月15日

　昨年我が国は、「令和」という新しい時代の幕
開けを迎えました。本市においても、新時代の
到来を予感させる、さまざまな出来事や話題が

　「松戸市人口ビジョン」実現のために策定した
「松戸市総合戦略」では、5カ年に取り組むべき政
策目標や施策をまとめ、4つの基本目標を設定し
ています。

松戸市総合戦略 基本目標Ⅰ
子育て・教育・文化を軸とした
都市ブランドづくり

　子育てに関しては、子どもたちを元気に育てる
環境をつくり、子どもの育ちを社会全体で支えて
いくための切れ目のない支援を引き続き行ってい
きます。送迎保育ステーションの整備や幼稚園の
預かり保育の充実、放課後K

キ ッ ズ

IDSルームの増設の加
速化などを進める他、児童館・こども館や中高生
の居場所を充実させ、地域の中で小・中学・高校
生が安心して過ごすことができる場を提供してい
きます。
　教育の面では、
新たな時代に子ど
もたちが対応でき
るよう、教育委員
会と緊密に連携し
て教育環境の整備
に力を入れ、「教
育はみんなで」を
合言葉に、みんなで子どもたちを育み、みんなが
生き生きと学ぶ社会の実現に向け、教育や文化に
関する施策を展開していきます。
　また、文化の分野では、今年はいよいよ東京
2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開
催されますが、本市はドミニカ共和国・ルーマニ
アのホストタウンとして事前キャンプ成功に向け
た準備を進めています。今大会での応援・おもて
なしなどの交流を通して、両国との友好関係をさ
らに深めていきます。

松戸市総合戦略 基本目標Ⅱ
高齢者がいつまでも
元気に暮らせるまちづくり

　高齢化が進む社会において、高齢者にやさしい
まちづくりはますます重要になります。地域に暮

らす市民だけでなく、松戸で働き、松戸で活動す
る、松戸に関わる皆さんが、支え合いながら、自
分らしく活躍できる出番や居場所がある地域コ
ミュニティづくりのため、町会・自治会や地域包
括支援センター、社会福祉協議会、民生委員・児
童委員、NPOや民間事業者の皆さんが共に考え、
協働する意識の醸成を図り、「地域共生社会」の実
現に向けた取り組みをさらに進めていきます。

松戸市総合戦略 基本目標 Ⅲ
まちが再生し、
賑わいのあるまちづくり

　現在、松戸駅西口駅前広場では、賑わいや安ら
ぎの創出のため、継続した整備を行っています。
同駅構内には、今年3月までに、全てのホームにエ
レベーターが整備され、バリアフリー化が実現し
ます。また、他の地域でも、市域全体の魅力を高
めるまちづくりに向けた取り組みを地域の皆さん
と共に進め、若い人たちをはじめとした幅広い世
代が、住みやすく買い物しやすいまちを目指して
いきます。

松戸市総合戦略 基本目標 Ⅳ
経済が活性化し、安心して
働けるようになるまちづくり

　昨年は市内に2つの大型商業施設が誕生しまし
た。上野東京ライン開業によるJR常磐線の東京駅・
品川駅乗り入れや、東京外かく環状道路の県内区
間開通と松戸インターチェンジの設置など、アク
セス性の向上効果と相まって、新たな賑わいや人
の流れを生み出し、本市の経済活性化、雇用創出
に大いに寄与していると考えています。「もっと松
戸で買い物ができるように」「もっと松戸で働く場
があるように」そのような視点でこれからのまちづ
くりを進めていきます。

安全・安心なまちづくり

　昨年9月の台風15号に続き、10月に発生した台
風19号により、東日本の広範囲が大雨に見舞わ
れ、河川の堤防の決壊や土砂災害の発生など、各
地に大きな被害をもたらしました。本市において
も、倒木や一部地域での停電が発生しました。
　台風19号では、市内に開設した避難所に、一時
約1,400人が避難しましたが、これだけ多くの人

市議会で施政方針を発表する本郷谷健次市長

が避難したのは東日本大震災のとき以来のことで
した。台風の進路によっては、市内に甚大な被害
をもたらしていたかもしれません。
　例えば今回のような大規模な水害の発生が想定
される場合には、河川整備などのハード対策に加
え、適切なタイミングで避難指示や避難勧告等の
発令を行い、その情報を確実に伝達し、皆さんに
安全に避難していただくことが重要であると認識し
ています。災害に強いまちづくりのため、ハード面
とソフト面の両方の対策を着実に進めていきます。

もうすぐ人口50万人
　今年は待ちに待った東京2020オリンピック・パ
ラリンピック競技大会が開催されます。オリンピッ
ク聖火リレーでは、前回の東京大会では通過する
ことのなかったオリンピック聖火が7月4日に本市
を通過し、さらに千葉県内の最終聖火ランナーの
到着を祝う式典を松戸中央公園で行うことになっ
ています。また、東京2020大会への出場が内定し
ている女子レスリングの皆

みながわ

川博
ひ ろ え

恵選手をはじめ、
今後も本市ゆかりの選手の出場が、続々と決まっ
ていくのではと大いに期待しています。市民の皆
さんと共に応援し、大会を盛り上げ、感動を分か
ち合いたいと思います。
　今年の5月には、自動車の「松戸ナンバー」の交付
が開始される予定です。松戸の風景をデザインした
図柄入りのプレートを選ぶこともでき、松戸ナン
バーを付けた車が日本全国を走ることで、市のPR
や観光振興、地域振興に寄与するものと期待を膨ら
ませています。
　また新年度は、新た
な総合計画と都市計
画マスタープランを
策定します。今後のま
ちづくりの基本的な方針を示す重要な計画であるこ
とから、市議会の皆さんとも対話を重ね、市民の皆
さんの意見も伺いながら、成案化を図っていきます。
　本市の人口は今年中に50万人に達することが見
込まれます。本市がさらに発展するよう、市政運
営に全力で取り組んでいきますので、あらためて、
市民の皆さんをはじめ、議員各位のご支援・ご協
力を賜りますことをお願い申し上げ、新年度の施
政方針といたします。

ありました。
　本市出身でプロ野球・福岡ソフトバンクホー
クスの高橋礼選手が新人王を受賞した他、大相
撲・佐渡ヶ嶽部屋の琴ノ若関が十両に昇進し、
58年ぶりに本市出身の関取が誕生しました。
また、大型商業施設「キテミテマツド」と「テラ
スモール松戸」が開業し、松戸の街に新たな賑

にぎ

わいが生まれました。すぐやる課50周年記念
式典や全国ねぎサミットなど、大きなイベント
が盛況のうちに開催できたことも明るい話題と
なりました。
　その一方で、台風や豪雨による災害に見舞わ
れた年でもありました。今後も、市民の皆さん

の生命・身体・財産を守るため、防災対策をよ
り一層強化しなければならないという思いと共
に、地球温暖化による気候変動対策は、地方自
治体にとっても待ったなしの課題であるとあら
ためて認識したところです。
　本市が力を入れてきた子育て支援について
は、日本経済新聞社関連の「共働き子育てしや
すい街ランキング」の全国編（東京を除く）で、
2017（平成29）年に次いで2度目となる1位
を受賞し、東京都を含む総合編でも過去最高の
2位という高評価を受けることができました。
今後も子どもと子育て家庭にとってやさしいま
ちづくりに取り組んでいきます。

2020（令和2）年度施政方針 2月25日の市議会3月定例会において、本郷谷市長が2020（令和2）年度の
施政方針演説を行いましたので、その概要をお知らせします。

まちづくりに対する
基本的な考え方

松戸ナンバー

中高生の居場所

2020（令和2）年度 当初予算（案）
◎ 歳入
　歳入の根幹をなす市税全体では、2019（令和元）年度と同水準で
5千万円増の690億円を見込んでいます。
◎ 歳出
　歳出の構成比は、民生費が51.7%と最も高く、次いで衛生費の
10.2%、土木費の8.9%の順となっています。

　新年度の一般会計予算は、子育て支援の取り組み等を積極的に行う一方で、
プレミアム付商品券発行事業が完了したことなどから、本年度より0.7%減の
1,551億6,000万円を計上しました。今後も、市税等の自主財源確保に向けた
取り組みや、歳出の削減、事業の見直しを不断に重ねていき、健全財政を維持
しつつ、予定している大規模事業を含め、成長戦略などの必要な政策に投資を
行っていきます。
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●広報まつど　2020（令和 2）年 3月15日●広報まつど　2020（令和 2）年 3月15日

●	設置率100%を目標とした特別支援学級の設置
魅力ある市立高校づくり
●	生徒の興味・関心・進路希望に応じて多様な

科目を選択
●	予備校教師による講座で大学進学をサポート
教職員の働き方改革
●	小・中学校のICT環境をクラウド化し業務の効

率化を図るとともに、セキュリティ面を向上
●	松戸市シルバー人材センターと連携した人材

活用で、施設管理方法を調査・研究
学校教育環境の整備・充実
●	スクールソーシャルワーカーと訪問相談員を

配置した、第二の「ほっとステーション」を開設
●	スクールソーシャルワーカーが教育委員会と

中学校3校に常駐し、児童生徒を支援
●	災害時に避難所となる小・中学校体育館のト

イレを、リース方式で洋式化
●	松飛台第二小学校と小金小学校で民間プール

の利用と水泳指導の委託を行うとともに、学
校プールのあり方を調査研究

●	いじめを生まない豊かな心の育成を図る「豊
かな人間関係づくり」プログラムを発信

●	老朽化による建て替えが必要なため、東部小
学校体育館の耐力度調査を実施

知の拠点づくり
●	「松戸市図書館整備計画」に基づいた図書館

ネットワークを整備
●	「松戸市子どもの読書活動推進計画」を策定

し、子どもの読書活動を推進

2030年を見据えた松戸の教育
●	教育委員会の基本的な指針となる「（仮称）学

びの松戸モデル」策定の準備
学力向上への取り組み
●	新言語活用科にリニューアル。小学校1年生

から9年間、日本語と英語の両輪で“ことば
のトレーニング”を行うとともに、公立小学
校の全児童にワークブックを配布

●	言語活用科英語分野で、小学校低学年では
「ジョリーフォニックス」を推進し、中学校
では英語を母国語としない人への指導法であ
るT

テ ィ ー ソ ル

ESOLをさらに推進
●	ひらがなの読みのつまずきを克服するため、

視覚化や動作化を学習に取り入れた指導法で
あるM

ミ ム

IMを推進
●	 ICT機器を効果的に活用した学習推進のた

め、教員の指導力を向上
特別支援教育の充実
●	インクルーシブ教育システム構築に向け、巡

回指導員の派遣等で学校の支援体制を強化
し、教員の指導力を向上

市議会で教育施策方針を発表する伊藤純一教育長

2020（令和2）年度

教育施策
方針

●	課題解決支援や地域交流機能等を備えた地域
の中核となる図書館として「（仮称）東松戸地
域館」の建設工事開始

生涯学習の推進
●	市民が歴史や文化芸術に関心が持てるよう教

員経験者を社会教育施設に配置
●	幼児家庭教育パンフレット「まつどっ子 未来

のために今」の配布、講演会の実施
文化の拠点づくり
●	千駄堀地区の文化の拠点づくりとして、21

世紀の森と広場、森のホール21、博物館の
3館連携による「千駄堀地区3館連携文化交流
事業」を推進

●	千駄堀地区3館連携文化交流事業の一環とし
て、博物館の企画展「まつどと徳川将軍の
御
お し し が り

鹿狩」を開催
●	徳川家の女性たちの生活と教養を伝える収蔵

資料を中心とした「（仮称）プリンセス・トク
ガワ 徳川家ゆかりの女性たち」を戸定歴史
館で開催

スポーツの拠点づくり
●	東京2020オリンピック・パラリンピック開

催を見据えた陸上競技場第3種公認に伴う工
事（6月完了）

●	松戸ゆかりのオリンピック・パラリンピック
出場選手に七草マラソン参加や講演等を依頼
し、トップアスリートが生まれるきっかけを
創出

新年度の主要な施策

◎子育て
●	小規模保育施設を整備
●	民間保育園の建設費を一部補助
●	長時間の預かり保育を行う幼稚園を拡充
●	送迎保育ステーション（八柱駅前、東松戸駅前）
の開設と、他地域での開設準備

●	幼稚園の取り組みや魅力を発信するセミナーを開催
●	幼稚園の人材確保に向けた支援を強化
●	保育士確保対策を強化
●	おやこD

で

E広場を増設して乳幼児の一時預かりも実施
●	八柱地区に病児・病後児保育施設を開設
●	多胎世帯を対象とした交流会などを開催
●	放課後K

キ ッ ズ

IDSルームを新規に10校開設
●	樋野口こども館を開設
●	八柱駅ビル内に中高生の居場所を開設
●	市内外でのプロモーション活動を継続
◎教育
●	言語活用科をリニューアル
●	スクールソーシャルワーカー等を配置した、市内2
つ目の「ほっとステーション」を開設

●	小・中学校体育館のトイレ洋式化を推進
●	河原塚中学校の校舎の増築工事に着手
●	運動公園陸上競技場リニューアル記念イベントを実施
●	スペースシャトル搭乗10年を記念した山崎直子さん
講演会を開催

●	江戸時代をテーマに、21世紀の森と広場・森のホー
ル21・博物館の連携企画を実施

◎文化
●	国内外アーティストの滞在拠点「P

パ ラ ダ イ ス

ARADISE	A
エ ア

IR」を推
進

●	コンテンツ産業を支援
●	ポップカルチャー・ストリートカルチャーなどのイベ
ントを開催

●	オーストラリ
ア・ホワイト
ホース市との
姉妹都市交流

●	ドミニカ共和
国との梨を通
じた交流

●	市内事業者と外国人向け観光コンテンツを開発

●	観光情報を多言語で提供
●	外国人相談窓口での相談事業を実施
●	外国語版生活ガイドブックを充実
●	日本語教室を充実

●	加齢による心身虚弱に陥ることを予防する「フレイル
予防」を推進

●	中和倉地区のコミュニティバスを本格運行
●	成年後見制度の利用を促進するネットワークづくりの
中核機関を設置

●	「多世代まるごと居場所づくり」プロジェクトを市内3
地区で試行

●	市民活動と地域活動の活動拠点をマッチング
●	エンディングノートガイドラインを作成
●	地域共生社会に関する講演会を開催
●	小規模多機能サービスや、定期巡回サービスの整
備・普及

●	特別養護老人ホーム2施設で増床
●	介護人材の確保・育成・定着の取り組みを推進

●	新拠点ゾーン整備基本計画の策定を推進
●	新庁舎整備基本計画の策定を推進
●	矢切の渡し公園および外周道路の整備
●	新松戸駅東側の土地区画整理事業を推進
●	常磐線快速列車の新松戸駅停車に向けて調査研究
を推進

●	北千葉道路と接続される3・3・7号横須賀紙敷線
を整備

●	市内事業所の実態調査を実施
●	中小企業支援フォーラムを開催
●	事業承継資金や新規開業資金等の融資に対する利
子補給を開始

●	まつど合同企業説明会を開催
●	企業向けの採用力強化セミナーを開催
●	市内での起業者に登録免許税等を補助

●	市内でサテラ
イトオフィスや
シェアオフィス
を新たに設置・
運営する事業
者を支援

●	松戸スタートア
　ップオフィスを
卒業した企業
の市内での事業実施を支援

●	ゆうまつどでの仕事と育児や介護などとの両立
　に関する相談の実施

●	通学路等への街頭防犯カメラの増設
●	電話利用詐欺撃退機器の貸し出し
●	放置自転車防止啓発活動を継続
●	虐待防止条例を制定し、児童・高齢者・障害者虐
待の防止対策を推進

●	消費者行政体制の充実
●	松戸産農産物のブランド化を促進
●	消防指令業務の10市共同運用を開始
●	救急隊を1隊増隊
●	新八柱・八柱地区の交通バリアフリー整備を推進
●	2021（令和3）年度にかけて予定されているJR北松
戸駅・馬橋駅・新松戸駅・北小金駅ホームドア設置
を支援

●	東部支所、図書館、（仮称）青少年プラザを集約し
た複合施設を建設

●	総合医療センターの診療体制充実
●	福祉医療センター東松戸病院・梨香苑の今後のあ
り方を検討

●	紙敷川、上富士川などの改修整備を引き続き実施
●	水道管の耐震性向上、老朽管の更新などを実施
●	下水道普及率と経費回収率を向上
●	道路インフラの予防保全型修繕による長寿命化
●	自転車と歩行者が安全で快適に移動できる自転車
走行空間ネットワークを整備

●	（仮称）リサイクルプラザの建設工事に着手
●	焼却施設基本構想の策定を推進
●	平和事業を推進

外国人向けの甲冑着用体験

スタートアップオフィスでのイベント

子育て・教育・文化を軸とした
都市ブランドづくり

高齢者がいつまでも
元気に暮らせるまちづくり

まちが再生し、
賑わいのあるまちづくり

経済が活性化し、安心して
働けるようになるまちづくり

その他の主要な施策
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正確な情報を収集しよう
◦松戸市安全安心メール
　事前に登録しておくと、災害が発生した
場合に各種避難情報や避難所の開設情報な
どが配信されます。
◦アプリ「Yahoo! 防災速報」
　災害発生時や災害が発生するお
それのある場合に、市から緊急情
報を配信しています。スマートフ
ォンで利用できます。　※パソコンや従来
型の携帯電話でもメール版を利用できます

（Yahoo! JAPAN IDが必要）。
◦市ホームページ・ツイッター
　市からのお知らせを随時掲載します。
登録は不要です。
◦ちば防災メール
　事前に登録しておくと、地震・津波・
土砂災害情報などが配信されます。

まず、どうする？
◦安全な場所にとどまり、自分の身の安全を確保
◦災害用伝言ダイヤルなどで、家族の安否などを確認
◦交通情報や被害情報などを入手

安否確認に便利な災害用伝言サービス
　毎月1日や15日などに体験できます。万が一に備えて事前に使用方法を
体験しておきましょう。
◦災害用伝言ダイヤル（171）
　指定した電話番号宛てに音声によるメッセージを録音したり、録音され
たメッセージを確認したりできます。「 171」をダイヤルし、ガイダンスに
従ってメッセージの登録・確認をしてください。一般電話・公衆電話・携
帯電話・PHS・スマートフォンで利用できます。
◦災害用伝言板（web171など）
　文字情報による伝言の登録と確認ができます。各携帯会社のホームペー
ジなどから「災害用伝言版」を選択して、メッセージを登録・確認してくだ
さい。インターネットに接続できる携帯電話・PHS・スマートフォンで利
用できます。

松戸市安全安心メール

ちば防災メール

Yahoo!防災速報

市ホームページ 市公式ツイッター

危機管理課☎366－7309

日頃からの備えも大切です
◦安否確認の方法や集合場所を、家族で話し合っておく
◦職場などに、歩きやすいスニーカー・懐中電灯・
手袋・飲料水・食料などを用意しておく
◦帰宅経路の状況や、コンビニエンスストア・
ガソリンスタンドなどの場所を確認しておく
◦携帯ラジオや地図を持ち歩く

事業者の対策
　帰宅困難者対策として、建物内に待機できるよう必要な水・食料・毛布
などを備蓄しましょう。

徒歩で帰宅する場合
◦情報収集と状況判断を
　ラジオやテレビなどで正確かつ最新の情報を集め、
安全に帰るための状況判断を行いましょう。
◦安全を最優先した帰宅ルートを
　幅の広い道路など、少し遠回りになってもできるだけ
安全と思われる道を選びましょう。
◦災害時帰宅支援ステーションなどを確認しよう
　千葉県を含む九都県市では、コンビニエンスストアやガソリンスタンド
などと徒歩帰宅支援協定を締結しており、水道水・トイレ・交通情報など
を可能な範囲で提供してもらえます。ステッカーが目印になるので、確認
しておきましょう。

コンビニエンスストアなど ガソリンスタンドなど

ステッカーの例

東日本大震災が発生した2011（平成23）年3月11日の松戸駅改札付近の様子

災害時には、むやみに移動を開始せず、災害時には、むやみに移動を開始せず、
落ち着いた行動を落ち着いた行動を
むやみに移動しない
　多くの人が徒歩で一斉に帰宅を始めると、道路や駅が満員電
車並みの混雑になる恐れがあります。集団転倒に巻き込まれた
り、火災や沿道の建物からの落下物などによりけがをしたりす
る危険があります。また、災害時に優先されるべき救助・救急活
動の妨げとなります。

4 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報まつどに掲載している行事が中止となる場合がありますのでご了承ください。

第2期松戸市子ども総合計画（案）
公表内容
寄せられた意見の概要、意見に対する市の考え方、計画案
公表方法
3月25日㈬から、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、子ども政策課、市ホームペー
ジで

子ども政策課☎704－4007

松戸市子どもの読書活動推進計画（案）
公表内容
寄せられた意見の概要、意見に対する市の考え方、計画案
公表方法
3月25日㈬から、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、市ホームページで

図書館☎365－5115

監査委員事務局
　☎366－7385

＜指摘事項＞

　2019（令和元）年10月4日から2019
（令和元）年11月22日までの期間に実施
した定期監査結果の概要を公表します。
2020（令和2）年1月28日

監査の対象 市民部（11課）・環境部（8課）・経済振興部（5課）・農業委員会事務局
監査の結果 監査の結果は、おおむね適正に執行されているものと認められた。

なお、指摘事項は次のとおり。

松戸市監査委員　高橋　正剛
　　　同　　　　三好　徹
　　　同　　　　伊東　英一
　　　同　　　　二階堂　剛

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

区分 内容 件数
収入 調定の取消しがされていなかったもの 1 件
支出 支出の事務手続が適切でなかったもの 1 件

契約

支出予定額が予算額を超えていたもの 2 件
予定価格調書の記載が適切でなかったもの 1 件
予定価格の事務処理に誤りがあったもの 1 件
契約書の収入印紙額に誤りがあったもの 2 件
履行保証保険証券の提出時期が適切でなかったもの 1 件

合計 9 件

パブリックコメント（意見募集）
手続き実施結果の公表

監査結果を公表します監査結果を公表します
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市役所には公共交通機関でお越しくだ
さい

　4月頃まで市役所駐車場は大変混雑し
ます 財産活用課☎ 366－7316

2020（令和2）年度慰霊巡拝の実施予定
　戦没者遺族を対象とした戦跡慰霊巡拝
を予定しています。詳細はお問い合わせ
ください 千葉県健康福祉指導課遺族
等援護班☎043－223－2337

県営住宅入居者募集
募集期間 4/1㈬ ～15㈬ 入居資格 ◦住宅
に困窮していて、同居親族がいる人◦所
定の方法により算出した月収が一般=15
万8千円以下、高齢者・身体障害者等
（条件あり）=21万4千円以下 申込書配布
3/25㈬ごろから、住宅政策課・各支所・
行政サービスセンター・東葛飾地域振興
事務所で 千葉県住宅供給公社県営住宅
管理部募集課☎043－222－9200

多重債務者向け無料相談窓口
　解決のための助言を行い、必要に応じ
て法律専門家を紹介します。秘密は厳守
します ㈪～㈮（㈷㉁を除く）8時30分
～12時、13時～16時30分 財務省関東
財務局千葉財務事務所（千葉市） 同事
務所債務相談窓口☎043－251－7830

講座・講演・催し

松戸子育てカレッジ「子育て広場 おや
こで“ゆるりん”」 
4/3㈮・10㈮・17㈮・20㈪・24㈮・27

㈪各10時 ～12時 聖徳大学10号館（松
戸駅下車） 2歳までの子と保護者 各
100円 子育て支援課☎366－7347

2020（令和2）年の松戸花火大会を中止
します

　開催予定日（8月第 1土曜）は、東京
2020オリンピックの開催期間と重なる
ため、中止します 文化観光国際課☎
366－7327

2021（令和3）年度の市民会館の貸し出
しは、日程・時間等を制限する予定です

　特に 2020（R2）/4/1のホール抽選会
以降はご注意ください。詳細はお問い合
わせください 同館 ☎368－1237

江戸川河川敷スポーツ施設出入口ゲー
トの開放時間は、4/1㈬から9/30㈬ま
で、7時30分 ～18時30分になります
スポーツ課 ☎703－0601

3/20㈷に、広報まつど 防犯特集号を
発行します
市民安全課☎366－7285

2020（令和2）年3月末で、商工組合中央
金庫（商工中金）での公金などの店頭収納
業務・口座振替収納業務は終了します
財政課☎366－7076

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧期間 4/1㈬ ～30㈭（閉庁時を除く）

固定資産税課 運転免許証等、法人の
場合は代表者印、代理人の場合は委任状
（詳細はお問い合わせください）　※自
己所有の固定資産の課税内容は、4/1㈬
発送予定の納税通知書でも確認できます

同課☎366－7323

障害者計画推進協議会障害者計画策定
部会「市民公募委員」募集
委嘱期間 委 嘱 日 ～ 2021（R3）/3/31　
※会議は年4回程度（平日午後予定）
選考方法書類審査 市が設置する他の委
員会等の公募委員となっていない市内在
住の満18歳以上 2人 報酬 日額8,500
円（交通費を含む） 3/30㈪〔必着〕
までに、履歴書と作文「松戸市におけ
る障害者福祉施策の今後の方向性につ
いて」の意見や考え方（800字程度）を直
接・郵送・FAX・Eメールのいずれかで
〒271－8588松戸市根本387の5  松戸
市役所障害福祉課、 366－7613、
mcshougaihukushi@city.matsudo.
chiba.jp（☎366－7348）へ

2月は防災行政用無線で2 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 高齢者支援課地域包
括ケア推進担当室☎366－7343

植木の剪
せんてい

定（4月～ 6月）
枝おろし・刈り込み 月100件程度
作業内容による（ごみは自己処理）

3/16㈪ 8時30分から、電話で（公社）
松戸市シルバー人材センター☎330－
5005へ

戦中・戦後の市民生活や戦争に関する
資料の寄贈を募集しています

　資料は平和事業で活用します。事前に
必ずご連絡ください募集資料日用品、ポ
スター・ビラ、軍用品、学用品、防空活
動用品など 総務課☎366－7305

お知らせ 犯罪ゼロを目指しひったくり防止自転
車かごカバーや自転車盗・空き巣対策
グッズを配布します

　カバーを取り付ける自転車でお越し
ください（その場で取り付け、1人 1個）。
移動交番車で警察への手続きや相談など
もできる他、電話d

で

e詐欺撃退機器など
を展示します 4/15㈬10時～10時30
分 キラリ公園（高塚新田 424の 2）
先着100人 市民安全課☎366－7285

会議

都市公園整備活用推進委員会
3/18㈬10時 ～12時 市役所新館5

階市民サロン　※新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、今回の委員会は非公
開とします。委員会の結果などは、市ホー
ムページに掲載します
公園緑地課計画班☎366－
7380、21世紀の森と広場
管理事務所☎345－8900

住生活基本計画懇談会
3/24㈫ 10時から 市役所新館7階大

会議室傍聴定員先着 10人（9時30分から
9時 45分の間に受け付け） 住宅政策課
☎366－7366

新松戸駅東側地区土地区画整理審議会
3/27㈮19時から 幸谷公民館　※新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
今回の審議会は非公開とします。審議会
の結果などは、市ホーム
ページに掲載します 街
づくり課区画整理担当室
☎366－7375

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

掲 示 板

5詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページをご覧ください。

小型家電回収ボックス

家庭ごみの分け方出し方

リネットジャパン
リサイクル㈱
ホームページ

布団・座椅子・家具などの粗大ごみ
　電話で粗大ごみ受付センター☎391－0007（8時30分～17
時。日曜と祝・休日を除く）へ。　
※1点につき粗大ごみ処理券1枚（1,000円）が必要です。申込
内容に変更が生じた場合は、必ず同センターにご連絡ください。
洗濯機・テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・衣類乾燥機などの
家電リサイクル法対象品目
　指定引取場所に自分で運ぶか、購入した店舗や一般廃棄物処理
業者に収集を依頼。
家庭用パソコン
　各メーカーの受付窓口または国の認定事業者であるリネットジャ
パンリサイクル㈱の宅配便回収へ。　※ノートパソコンは、市の小
型家電回収ボックスに出すこともできます。

小型家電回収ボックスをご利用ください
　市役所・各支所・各市民センターなど市内20
カ所の公共施設に設置されています。
回収できるもの
　ノートパソコン・携帯電話・ビデオカメラ・
デジタルカメラ・携帯用ゲーム機などの小型家電
で、投入口（高さ15cm×幅30cm）に入るもの。
※詳細は、市ホームページまたは「家庭ごみの分
け方出し方」のチラシをご覧ください。

廃棄物対策課☎704－2010

　短期間に多量に出る引っ越しごみは、家庭ごみ集積所に出すことができません。分別区分や持ち込
み基準に従い、処理施設に自分で運ぶか、一般廃棄物処理業者に収集を依頼してください。

環境業務課☎366－7333

家庭ごみ集積所に出せないごみの処理方法

引っ越しごみの分け方・出し方引っ越しごみの分け方・出し方

　市は、家庭ごみの削減と資
源物の再利用・再資源化のた
め、リサイクル活動を推進し
ています。
集団回収とは
　町会・自治会などの団体が、
家 庭 か ら 出 た リ サ イ ク ル 品

（紙・布類、缶、びん、ペットボ
トル）を品目ごとに分別し、市
に登録された資源回収業者へ
引き渡す、民間の活力を利用
した資源回収活動です。

松戸市ごみ減量シンボル
キャラクター「クリンクルちゃん」

集団回収を活用しましょう
　市は、集団回収を実施している団体に対
して、リサイクル品の回収実績に応じて奨
励金を交付し、活動を支援しています。奨
励金は団体の活動資金にもなるため、積極
的にご活用ください。また、全品目の回収
を実施していない団体は、全品目の回収に
ご協力をお願いします。
※詳細は環境業務課にお問い
合わせいただくか、市ホーム
ページをご覧ください。

環境業務課☎366－7332

紙◦布類

缶

びん

ペット
ボトル

奨励金金額例（1k g 当たり）
〔2019（令和元）年度〕
◦紙・布類　　　　  2円
◦缶　　　　　　　 2円
◦びん　　　　　　 2円
◦ペットボトル　　　10円

回収品目を集める 奨励金の交付資源回収業者に
引き渡し

市ホームページ

➡︎➡︎
回収実績に応じて市
から団体に奨励金が
交付されます。

 町会・自治会等の集団回収（リサイクル活動）にご協力ください！

市ホームページ

市ホームページ



●広報まつど　2020（令和 2）年 3月15日●広報まつど　2020（令和 2）年 3月15日

3月30日㈪、4月6日㈪は、
戸定が丘歴史公園を特別開園
開園時間9時 ～17時　※戸定歴史館・戸定邸は休館。

戸定歴史館☎362－2050

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報まつどに掲載している行事が中止となる場合がありますのでご了承ください。

　松戸市にプロスポーツが行われている競技場があるのをご存じですか？松戸競
輪場では選手同士の白熱したレースと、グルメ・イベントが楽しめます。
　メインスタンド2階「W

ウ ィ ズ

ith D
ド リ ー ム

ream」では、世界のビールとグルメも販売中！レー
スを観戦しながら味わえます。現在は本場開催時のみの営業ですが、4月25日㈯
からは、本場開催・場外開催を問わずオープン予定です。
　入場料は無料。本場レースはほぼナイター開催のため、仕事帰りに気軽に寄る
ことも！いろいろな魅力がある松戸けいりんに、ぜひご来場ください！

時間10時 ～20時30分（本場ナイター開催時）　会場松戸競輪場
費用入場無料
　　（特別観覧席は、本場開催時1人1,000円、場外開催時
　　1人500円）
※詳細は、松戸競輪場ホームページ・ツイッターをご覧ください。
※車券の購入は20歳になってから。競輪は適度に楽しみましょう。
※競輪の売上の一部は、社会福祉等に活用されています。

松戸けいりんイメージキャラクター・マッピー 世界の味が楽しめます！松戸競輪場ホームページ 松戸競輪場レース情報 松戸けいりん公式ツイッター
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幸谷駅
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松戸新田駅

上本郷駅

五香駅

松飛台駅

東松戸駅

東
武
ア
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松飛台駅

秋山駅

北小金駅

六
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駅

新
坂
川

JR JR

東漸寺

戸定が丘歴史公園
旧徳川昭武庭園
（戸定邸庭園）

八柱～常盤平～五香
さくら通り

八ケ崎
さくら通り

伝法寺

八柱霊園

栗山浄水場

常盤平
団地

国分川

新坂川沿い

六実
さくら通り

松戸の
桜スポット
松戸の
桜スポット

　 マーク以外にも、市内各地で
桜を楽しむことができます。

戸定が丘歴史公園
旧徳川昭武庭園
（戸定邸庭園）

東漸寺

八柱～常盤平～五香
さくら通り

八ケ崎
さくら通り

伝法寺

八柱霊園

栗山浄水場

新坂川沿い

常盤平
団地

国分川

六実
さくら通り

松戸には数多くの桜スポットがあります。松戸には数多くの桜スポットがあります。
水音が心地よい川沿いの桜、美しい庭園の桜、水音が心地よい川沿いの桜、美しい庭園の桜、
人が行き交う並木道の桜…。人が行き交う並木道の桜…。
あなたのお気に入りの桜がきっと見つかりますよ。あなたのお気に入りの桜がきっと見つかりますよ。

〜市内の桜の見どころ〜〜市内の桜の見どころ〜

桜まつりは中止となりました
　常盤平さくらまつり、八柱さくらまつり、六実桜まつり、
国分川桜まつりは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため、中止となりました。

文化観光国際課☎366－7327

松戸の春 、花吹雪松戸の春 、花吹雪

世界の
ビールとグ

ルメも楽しめる

世界の
ビールとグ

ルメも楽しめる

松戸けいりんで遊ぼう！松戸けいりんで遊ぼう！

戸定で楽しむ春戸定で楽しむ春

公営競技事務所☎362－2181
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●広報まつど　2020（令和 2）年 3月15日●広報まつど　2020（令和 2）年 3月15日

利用期間契約日から2年間（継続可）　1区画面積15㎡　
対象市内在住・在勤の世帯（1世帯につき2区画まで）

電話で各農園主へ

収穫期間6月下旬～7月中旬（天候などにより変更となる場合があります）
費用1区画（12m）3,000円

3月27日㈮〔必着〕までに、はがきに農園名・希望区画数・郵便番号・
住所・氏名（ふりがな）・日中連絡可能な電話番号を記入して、
〒271－8588松戸市役所 松戸市都市農業振興協議会
(農政課内)「えだまめ係」（☎366－7328）へ
※申し込み多数の場合は、1人1区画のみで先着順。
※4月下旬ごろまでに案内書を送付します。

農園名 所在地 募集区画数 品種（予定）
横山農園 旭町 70 サッポロミドリ
恩田農園 旭町 100 サッポロミドリ
正木農園 常盤平 100 サッポロミドリ

及
およ

川
かわ

農園 常盤平双葉町 70 サッポロミドリ
高橋農園 二十世紀が丘美野里町 125 湯あがり娘
宮山農園 大橋 150 湯あがり娘
谷口農園 流山市野々下 100 湯あがり娘

えだまめ農園オーナー募集えだまめ農園オーナー募集 要申込

桜の回廊ツアー桜の回廊ツアー

市 民 会 館 プ ラ ネ タ リ ウ ム 室市 民 会 館 プ ラ ネ タ リ ウ ム 室

星空観望会 
本当の三日月 
4月25日㈯18時30分～20時30分　
内容プラネタリウムで星空解説後、屋外で天体
望遠鏡を使った星空観望（雨天・曇天の場合はプ
ラネタリウムのみ）　定員先着80人〔中学生以下
は保護者同伴。1組5人まで（同一世帯の場合は
応相談）〕　費用無料

3月17日㈫から、電話で同館☎368－1237へ

農園名 所在地 使用料
（1区画、1年）

募集
区画数 農園主 電話番号

スダカ市民農園 六実 1の 61 9,000円 6 駿
す だ か

髙 710－ 4203
かわい市民農園 六実 1の 15の 2 9,000円 5 川井 387－ 4346
たかはし市民農園 六実 1の 54の 6 9,000円 5 高橋 387－ 7037
げんき農園 根木内 361 12,250円 10 梅澤 341－ 0222
きうち市民農園 金ケ作 290の 3 9,000円 5 木内 387－ 6568
なかむら市民農園 旭町 2の 512の 4 9,000円 4 中村 344－ 4347
さくら市民農園 旭町 2の 223 9,000円 1 鈴木 341－ 2220
おおかわ市民農園 八ケ崎 5の 27の 3 12,000円 10 大川 341－ 5504
かわかみ市民農園 和名ケ谷 695 9,000円 10 川上 391－ 0647
ゆあさ市民農園 紙敷 1185の 4 9,000円 1 湯浅 391－ 2081
サン市民農園 旭町 3の 850の 1 9,450円 7 恩田 341－ 1973
さかい市民農園 幸谷 594の 1他 12,000円 5 酒井 347－ 7115
とびさわ市民農園 高塚新田 394の 1 9,000円 10 飛

とびさわ
澤 391－ 0468

源
げんしち

七市民農園 大橋 100他 9,000円 10 髙橋 391－ 2754
ほうきや市民農園 樋野口 484他 12,000円 20 堀切 362－ 5560
ベルウッド市民農園 松戸新田 332の 7 10,000円 8 鈴木 368－ 1441
とのうち市民農園 中金杉 1の 159他 12,000円 30 鈴木 343－ 8822

各締め切り日〔必着〕までに、ちば電子申請サービス、直接（はがき持参）または往
復はがきに、教室名・住所・氏名（ふりがな）・性別・学校名・新年度の学年・電話番号・
返信用宛名を記入して、〒270－0035新松戸南2の2　青少年会館（☎344－8556）へ
※はがき・往復はがきは1教室につき1枚必要。　※対象は市内在住・在学のみ。

春の青少年教室
ちば電子申請サービス

要申込

身近な薬膳料理Ⅲ　「心身ともにリフレッシュ」
～薬膳の基礎知識と春の薬膳料理実習～
4月①16日㈭10時 ～12時 ②23日㈭11時～14時
会場市民会館　内容 ①講義（薬膳茶付き）②調理実習　講師東京栄養士薬膳
研究会中

ち ゅ う い

医薬膳専門栄養士・山田惠子氏、昼
ひ る た

田常
つ ね こ

子氏　定員40人（抽選、初
めての人優先）　持ち物エプロン、三角巾、布巾2枚　費用1,000円　
※会場設営や受け付けなどのお手伝いをしていただける場合は、申し込み
　の際に「講座サポーター希望」と記入してください。

3月23日㈪〔必着〕までに、往復はがきまたはちば電子申請サービスに講
座名・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・返信用宛名を記
入して、〒271－0092松戸市松戸1307の1松戸ビルヂング4階　生涯学習
推進課（☎367－7810）へ
※往復はがき1枚、電子申請1件につき1講座（本人のみ）の申し込み。連名
　での申し込みはできません。
※定員に満たない場合は、3月24日㈫から　
　電話で受け付け。
※手話通訳・要約筆記などの配慮が必要な人
　のみ、FAXでも申し込めます（ 360－　
　0945）。
※電車・バスなどの公共交通機関をご利用　
　ください。

〔全2回〕

春の生涯学習講座 成 人 講 座

三日月 月齢2.3

要申込

教室名 日時 会場 講師 対象（学年は新年度のもの） 定員（抽選） 費用 締め切り日

目指せパティシェ！母の日企画☆
お父さんとお菓子づくり 4/19㈰14:00 ～16:00 市民会館 NPO子どもっとまつど 小学3年～中学生と

男性の保護者 12組
2人1組1,000円

（1人追加につき
500円増）

4/  1㈬

GW直前！アウトドアで盛り上がろう!! 4/25㈯10:00 ～12:00 青少年会館 松戸市スカウト連絡協議会 小学生と保護者 30組 無料

4/15㈬なんでも体験団〔全12回〕　※青少年教
室企画実行委員会

5/  9㈯10:00 ～12:00 
〔以降、原則毎月1回（土
曜）〕

青少年会館他 青少年会館職員他 小学3年～中学生 24人 テーマにより実費

東京オリンピック直前！卓球教室☆
〔全4回〕

5/10㈰・17㈰・24㈰・
31㈰各9:30～ 11:30 青少年会館 市役所卓球部 小学3年～ 6年生 20人 無料 4/22㈬

キッズ・けん玉教室〔全2回〕 5/30㈯・31㈰各10:00
～ 12:00 青少年会館 （一社）日本けん玉協会指

導員・川田嘉夫氏他 小学2年～ 6年生 15人 無料

5/13㈬
青少年会館 飾りたい（七夕・クリスマス
飾り他）〔全3回〕

6/13㈯、11/28㈯、
2021（R3）/3/7㈰
各10:00 ～12:00

青少年会館 高校職員・植竹菜穂子氏 小・中学生 15人 無料

目指せ名人！～春の青少年将棋教室～
〔全2回〕

6/  6㈯・20㈯各14:00
～ 16:00 青少年会館 日本将棋連盟松戸支部・

佐藤静
せ い じ

治氏他 小学3年～中学生 40人 無料

5/19㈫
お寿司にお花を咲かせよう！千葉の郷土
料理・太巻き祭り寿司 6/  7㈰10:30 ～13:00 市民会館 栄養教諭・關

せき

和子氏 小学2年～ 6年生と
保護者 14組

親子1組800円 
（1人追加につき

300円増）

ロボットの操縦にチャレンジ！ 6/14㈰①9:30 ～12:00
②13:30 ～16:00 青少年会館 ㈱M

マ ノ イ

ANOI企画・
岡本正行氏

①小学3・4年生
②小学5年～中学生 各24人 無料 5/26㈫

詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページをご覧ください。

要申込

ちば電子申請サービス

新鮮なえだまめを家族で味わってみませんか？

市民農園　利用者募集市民農園　利用者募集 要申込

みどりと花の課☎366－7378

7



新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報まつどに掲載している行事が中止となる場合がありますのでご了承ください。

　飼い犬は、生涯 1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が必要です。予防
注射は、下表の会場または動物病院で接種できます。
　既に登録をしている場合には、3月中に案内を送付します。

ご注意ください
　2020（令和2）年度の集合注射は中止となる場合があります。
中止の場合は、4月1日以降に公表します。市ホームページをご
覧いただくか、同課（☎366－7336）にお問い合わせください。

集合注射費用
3,500円（注射済票交付手数料を含む）　
※初めて登録する犬は、登録手数料3,000円が別途必要です。
会場ごとの開催中止の決定
　雨や強風により中止する場合があります。その際は、会場ごとに開始10分
前までに決定し、市公式ツイッターや市ホームページでお知らせします。な
お、中止の場合の振替日はありません。
以下に該当する犬は予防注射を接種することができない場合がありますので、
動物病院にご相談ください
◦現在、重い病気にかかっている　◦今まで予防注射などでアレルギーなどを起こ
したり、体調が悪くなったりしたことがある ◦予防注射の接種の際に、飼い主が
犬を押さえることができない　◦人を噛

か

んだことがある（保健所にご相談ください）
◦現在、発情中または妊娠の疑いがある　◦30日以内に獣医師にかかった

日時 会場 所在地

4/ 7㈫
9:00 ～  9:20 北仲町公園 仲井町1の90
9:45 ～ 10:05 新堀公園 上本郷3の4221

10:30 ～ 11:00 中和倉公園 中和倉134
11:25 ～ 11:55 二三ケ丘公園 三ケ月1510

4/ 8㈬
9:50 ～ 10:40 新京成ドッグラン松戸P 高塚新田18の5

11:00 ～ 11:20 もみじ公園 秋山1の13の1
11:40 ～ 12:00 二十世紀公園 大橋小学校の西隣

4/ 9㈭
9:00 ～  9:20 旭ケ丘第3公園 岩瀬620
9:45 ～ 10:05 三矢小台公園 三矢小台2の18

10:45 ～ 11:05 広田公園 西馬橋広手町9
11:25 ～ 11:55 栄町西公園 栄町西1の800の2

4/10㈮
9:00 ～   9:30 稔台公園 稔台2の21の16

10:00 ～ 10:20 常盤平公園 常盤平松葉町1の1
10:45 ～ 11:15 八柱霊園西門横広場 霊園内ふれあい広場の西側
11:35 ～ 11:55 ひよどり公園 五香西4の44の2（松飛台保育所隣）

4/13㈪
9:00 ～  9:20 五香公園 五香西1の21
9:45 ～ 10:05 ふれあい公園 五香5の9

10:40 ～ 11:00 串崎公園 串崎南町305
11:25 ～ 11:45 東部スポーツパーク正門側 東部クリーンセンターの南側

日時 会場 所在地

4/14㈫
9:00 ～  9:20 ユーカリ交通公園隣広場 小金原1の25（公園の北側）
9:45 ～ 10:05 ひばり公園 小金原9の12

10:50 ～ 11:20 六実第2公園 六高台2の97
11:35 ～ 11:55 北丘第2公園 五香7の52の1

4/15㈬
9:00 ～  9:30 花之台公園 上本郷1の3310
9:50 ～ 10:10 中堀込公園 八ケ崎5の35

10:35 ～ 10:55 八光台公園 八ケ崎1の42
11:20 ～ 11:50 金ケ作公園 常盤平3の27の1（公園の南東側）

4/16㈭
9:00 ～   9:20 小根本公園 小根本94の2
9:45 ～ 10:05 小山雨水ポンプ場 小山183

10:45 ～ 11:05 新松戸第1公園 新松戸1の327
11:25 ～ 11:55 中金杉公園 中金杉2の48

4/17㈮
9:00 ～   9:20 つつみ公園 樋野口563
9:45 ～ 10:05 古ケ崎第2公園 古ケ崎3の3383の1

10:30 ～ 11:00 新松戸南公園 新松戸南中学校の東隣
11:30 ～ 11:50 小金公園 小金きよしケ丘2の12

4/20㈪ 10:00 ～ 11:00 和名ケ谷スポーツセンターP☂ 和名ケ谷1360

環境保全課環境衛生係☎366－7336

2020（令和2）年度 

集合狂犬病予防注射

市ホームページ

使用できる車種防犯登録を受けた自転車、50cc以下の原動機付
自転車、50cc超125cc以下の普通自動二輪車
定期使用料（月額）

申請書の配布場所指定駐輪場（右表★印）
申請方法申請書を指定駐輪場の管理棟窓口に直接提出
申請期間・使用料の納付期限

結果通知申請を受け付けた約1週間後（月末・月初の受け付けの場
合は2週間～3週間後）に通知書を郵送
注意点
◦月初から使用したい場合は、前月の20日までに申請してください
◦受け付けは先着順です。定数を超えた場合は待機となります
◦電子申請はできません

駐輪場名 200m 屋根 車種 空き
台数

松戸駅
西口

西口公園下 ★ 超 有 自 254
西口高架下 超 有 原・普二 8

北松戸駅
東口

東口第1 有 自 23
原 70

★指定駐輪場は東口第2駐輪場
北松戸駅

西口 西口 ★ 超 有 自 673
原・普二 40

馬橋駅
東口 東口高架下 ★ 超

有 自 36
自 327
原・普二 68

馬橋駅
西口

西口高架下 超 自 111
原・普二 18

★指定駐輪場は西口駐輪場

新松戸駅

西口第1 自 73
原 47

西口第3 自 73
西口第4 自 27
西口第5 自 13

西口高架下第2 超 自 656
原・普二 38

西口高架下第3 超 自 579
原・普二 6

★指定駐輪場は西口第7駐輪場
北小金駅

南口
南口第1　★ 自 130
南口第2 原・普二 8

北小金駅
北口

北口第2 ★ 有 自 19
北口高架下 有 原 40
北口参道第1 有 自 354

八柱駅
南口

南口第2 超 自 132
★指定駐輪場は南口第1駐輪場

駐輪場名 200m 屋根 車種 空き
台数

八柱駅
北口

北口第2 ★ 原・普二 34

北口第3 自 92
原・普二 67

常盤平駅

北口第1 有 自 210
原・普二 22

北口第2 有 自 29
原・普二 29

北口第3 ★ 有 自 129

五香駅

東口第2 超 有 自 122
原・普二 45
自 309

東口第3 ★ 有 自 116
東口第4 超 自 151
西口第2 有 自 58

松戸新田駅 北口第1 ★ 自 105
原・普二 5

みのり台駅 南口第1 ★ 有 自 295
原・普二 19

六実駅

第1 自 579

第2 ★ 有 自 49
原・普二 29
自 251

矢切駅
第2 自 101
第3 原・普二 4
★指定駐輪場は第1駐輪場

空きのある有料駐輪場（随時募集開始時点）　

※各駐輪場の詳細は、1月20日発行
　の広報まつど駐輪場特集号、交通
　政策課または指定駐輪場で配布し
　ているパンフレット、市ホームペー
　ジをご覧ください。

★=指定駐輪場　自=自転車　原=50cc以下の原動機付自転車　普二=50cc超125cc以下の普通自動二輪車

市ホームページ

区分
屋根あり 屋根なし

最寄り駅から駐
輪場までの距離 200m以内 200m超 200m以内 200m超

自転車
一般 1,570円 1,250円 1,040円 　830円

高校生以下 　1,040円 　830円 　730円 　520円
原動機付自転車
普通自動二輪車 2,300円 1,880円 1,780円 1,460円

 2020（令和2）年度

市営有料駐輪場定期使用者の
随時募集を開始しました

交通政策課☎366－7439

使用開始時期 申請期間  使用料の納付期限
4/1㈬ 3/15㈰～20㈷の7:00～19:30 4/10㈮
5/1㈮以降 3/21㈯以降の7:00～19:30 使用開始月の前月末

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

休日土曜日夜間歯科診療所（20時～23時）
竹ケ花45の53衛生会館2階 ☎365－3430

夜間小児急病センター（18時～23時）
千駄堀993の1 ☎712－2513

JR
武
蔵
野
線

JR常
磐
線 国

道
6号

県立松戸高校
北松戸駅

運動公園

新京成線

旧市立病院

八柱駅

みのり台
駅

千駄堀隧道

総合医療センター

新八柱駅

夜間小児急病
センター

※ 総合医療センターの救
命救急センター側入口
から入ってください。

☎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等）を案内〕

P…駐車場あり（駐車場がない会場には、車での来場はできません）　
☂…雨天でも実施する会場

●広報まつど　2020（令和2）年 3月15日
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詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページをご覧ください。

松戸健康福祉センター（松戸保健所）
各種無料相談・検査

相談名（原則予約制） 日時 予約・問い合わせ
思春期相談 4/　28 ㈫ 13:30 ～ 15:30

☎361－2138精神保健福祉相談 4/ 2 ㈭・20 ㈪ 各14:00 ～16:00
酒害相談 4/16 ㈭ 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 ☎361－2346

367－7554来所

まつど健康マイレージ付与 …

シニアのための体操教室（1年コース）
4月～ 2021（令和 3）年 3月の第 2月曜14時 ～15時　会場矢切公民館
対象65歳以上　定員先着50人　費用無料

電話で矢切高齢者いきいき安心センター☎710－6025へ

要申込

要申込

　たばこには、従来からある紙巻きたばこや、最近流行している加熱式た
ばこがあります。従来のものは煙や臭いなど周囲の人への悪影響が大きく
報じられ、受動喫煙が社会問題となりました。火のついたたばこの先から
出る“副流煙”が喫煙者のみならず、周囲の人の健康を害するためです。ま
た、このコラムでも度々取り上げてきましたが、喫煙は虫歯・歯周病など
の悪影響もあります。
　加熱式たばこは、紙巻きたばこに比べると煙や臭いなどが軽減し、ニコ
チンやタールなどの有害物質が減少したということで話題になりました。
現在は、アイコス・プルームテック・グローなどの種類が登場し、喫煙者
の間で広がりを見せています。コンビニなどでは、レジのすぐ脇にこれら
の商品が陳列されている所も多いようです。
　ただ、加熱式たばこは煙が少ないといっても、実際にはエアロゾルとい
われる煙の成分が放出されています。この中には、ホルムアルデヒドやア
セトアルデヒドといった従来の紙巻きたばこに含まれている成分もありま

す。含有量は少なくなりましたが、ホルムアルデヒドやアセトアルデヒド
は発がん性物質なので、決して安心はできません。また、同様にタールや
ニコチンといった成分ももちろん含まれています。
　このタールとニコチンは、口

こうくう

腔内環境に大きく影響を与えます。タール
は唾液のねばねば感を増加させ、分泌量を減少させます。これにより唾液
の緩

かんしょうのう

衝能 （口の中の酸性・アルカリ性が大きく変動しないようにする能力）
が低下し、口の中にプラーク（歯

し こ う

垢）などの汚れが停滞しやすくなるため、
虫歯のリスクを増大させます。ニコチンは血管収縮作用があり、歯肉の血
行障害を生じさせるため、歯肉の細菌などへの抵抗性が低下します。こう
して歯周病の危険性が増加します。
　このように、加熱式たばこにもホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、
タール、ニコチンなどが、紙巻きたばこに比べ少ないものの含まれていま
す。これらは、肺がんや脳卒中、高血圧など、そして歯科では虫歯や歯周
病などの原因となるなど、体に対して為

い が い せ い

害性のある成分なので、十分に注
意する必要があります。加熱式たばこはまだ新しいものなので、今後の研
究に注目していく必要があると考えますが、健康のことを考えるのであれ
ば、やはり禁煙が最良の選択肢であることは間違いありません。

公益社団法人 松戸歯科医師会　  https://matsudo.cda.or.jp/

加熱式たばこについて
あなたの健康 212

2020（令和2）年度
「はり、きゅう、あん摩等施術費助成券」
の交付申請を受け付けます

受付開始日3月27日㈮（利用開始日は4月1日㈬。申請月から月2枚の割合
で交付）　受付場所高齢者支援課、各支所　助成内容市に登録をしている
施術所で、1日1回、年間最大24 回を限度として利用可能　※各種健康保
険や生活保護法による施術との併用はできません。　助成額1回800円　
対象市に住民登録をしている、65歳以上または身体などの障害に関する
手帳の交付を受けている18歳以上　持ち物身分証明書（健
康保険証や運転免許証などの住所・氏名・生年月日を確認
できる物）、認め印、64歳以下の人は身体などの障害に関
する手帳　※市に登録している施術所の一覧は、市ホーム
ページをご覧ください。　松戸朗読奉仕会では、市内在住で障害者手帳

（視覚）を持っている人に、広報まつどを音声
化したCDを無料で郵送しています。
　CDを作成するときは、原稿の読み合わせか
ら始まり、自主練習、最終打ち合わせの後に本
番の録音に挑むという徹底ぶりです。「印刷物
を見たままの雰囲気をそのまま伝えたい」とい
う思いをこめて、声を届けています。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め、録音に利用しているふれあ
い22障害者福祉センターが利用
中止になっています。これに伴
い、3月1日号から当分の間は録
音・発送を停止しています。

ふれあい22☎383－7111

4月1日からの「原則屋内禁煙」新ルール
　原則屋内禁煙となりますが、次のいずれかに該当する場合は喫煙可能とす
ることもできます。
◦国の基準を満たす喫煙室を設置する
◦国の条件を満たす既存の小規模飲食店である
　ただし、喫煙可能とした場合、20歳未満は喫煙エリ
アに立ち入りできません。
　詳細は、厚生労働省ホームページや受動喫煙対策に
係るコールセンター（☎03－5539－0303）にお問い
合わせください。

喫煙できることを示す標識の
掲示が必要です
　喫煙可能とする飲食店は、同日から「喫煙可」の標識掲示が
義務化されます。
　市では、飲食店利用者が入店前に喫煙環境を判断できるよ
う、「喫煙可」の他に「禁煙」の標識掲示も推奨しています。
　厚生労働省ホームページや市ホームページで標識の例をダ
ウンロードし、店内の喫煙環境に合わせて掲示してください。
※独自に作成した標識も掲示できます。

罰則があります
50万円以下の過料（施設管理者が各ルールに反した喫煙場所を設置した場合
など）
30万円以下の過料（喫煙禁止場所で喫煙した場合など）

市ホームページ

高齢者支援課☎366－7346

4月1日㈬から「原則屋内禁煙」です！
　　 飲食店経営者の皆さん
　　 受動喫煙防止対策はお済みですか？

市ホームページ

同省ホームページ
「なくそう！

望まない受動喫煙」

同省ホームページ
「標識の一覧」

　健康増進法の改正により、飲食店など多くの人が利用する施設では、原則
屋内禁煙となります。対策が済んでいない店舗は、早めの準備をお願いします。

健康福祉政策課☎704－0055

望まない 受動喫煙　0
ゼロ

　松戸

松戸朗読奉仕会

声の広報まつどをご利用ください

松戸朗読奉仕会
ホームページ

障害のある人にお届けしています

●広報まつど　2020（令和2）年 3月15日
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報まつどに掲載している行事が中止となる場合がありますのでご了承ください。

21世紀の森と広場内
博物館
〒270−2252松戸市千駄堀671
☎384−8181

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

　博物館は3月3日㈫から当分
の間休館します。詳細はお問い
合わせいただくか、同館ホーム
ページをご覧ください。
　改修工事のため、博物館と21
世紀の森と広場をつなぐ通路は、
3/19㈭まで通り抜けできません。

パークセンター
☎345−8900

21世紀の森と広場

 講座は全て電話による申込制
 （9:00～17:00）

開館時間…9:00～16:30
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10:00～12:00と13:00～15:30
（電話相談あり）。
※バーベキューの予約は、同広場ホーム
ページまたは☎385－1815へ。

◆自然観察おもしろ講座 桜を
たのしもう！座学＆野外観察
4/5 ㈰ 9:30～12:30　講師東
葛しぜん観察会　対象18歳以上
定員先着25人　費用無料

開館時間…10:00～18:00
（初日と最終日は公開時間が変更にな
る場合があります）
休館日…月曜

文化ホールギャラリー
☎367−7810 運動公園

☎363−9241

　3/15号では「運動公園」コー
ナーの掲載はありません。

◆フォトフレンドリー写真作品展
4/14 ㈫ ～19 ㈰

松本☎090－1794－2142

　3/15号では「スポーツ」コー
ナーの掲載はありません。

◆よもやま話 おもしろ公園ガ
イド
4/11㈯13:30～15:00　講師公
園ガイド・野口功氏、青木紳二
氏、島村宏之氏　定員先着40
人　費用無料
◆植物ウオッチング 木々の芽
吹き
4/19 ㈰ 10:00～11:30　講師自
然解説員・加藤裕一氏　定員先
着20人　費用無料
◆作ってびっくり！新しい草花
あそび
4/25 ㈯13:30～15:00　講師
New 草花あそび研究所・相澤
悦子氏　定員先着 20 人　費用
無料

　戸定歴史館・戸定邸は 3 月 3
日㈫から当分の間休館します。

戸定歴史館
☎362−2050

　　　

4月 （無料）

●常盤平児童福祉館☎387－3320
水曜広場水曜16時から　内容友だち作ろうゲー
ム大会他　対象主に小学生
中高生の広場（TAPS）水・土曜17時～19時　
内容フリータイム・新入生歓迎会他
あそび広場4日㈯・18日㈯・25日㈯各15時～
16時　内容歌の広場、友だち作ろうゲーム大会
他　対象主に小学生
卓球広場11日㈯14時～15時30分　内容基礎を
学ぼう　対象小・中学生　持ち物上履き
絵本はじめのいーっぽ24日㈮10時30分～11時
内容読み聞かせと絵本紹介　対象乳幼児と保護者

●六実こども館☎080－3507－3538
開館日時 月・水曜14 時30分～17時（6日㈪を除
く）、土・日曜、祝日10時30分～17時（4日㈯ ・
5日㈰を除く）　内容科学館、こいのぼり作り、
ミニ体力測定他　対象18歳未満と保護者

●移動児童館☎387－3320
あそぼう会 東部スポーツパーク体育館14日㈫・21日
㈫・28日 ㈫　 運動公園会議室 15日 ㈬・22日 ㈬　
八ケ崎市民センター 16日㈭・23日㈭・30日㈭
稔台市民センター17日㈮・24日㈮　時間15時～17時
内容友だち作ろうゲーム大会他　対象主に小学生
わくわく広場 稔台市民センター17日㈮・24日㈮各
10時30分～11時50分　内容体操・手遊び他　
対象乳幼児と保護者

●野菊野こども館☎331－1144
おやこ DE 広場①1日㈬10時30分～11時30分
②10日㈮11時～11時30分　内容①あかちゃん
♥たいむ②絵本の読み聞かせと手遊び　対象乳
幼児と保護者
中高生タイム水・金曜17時～18時、土曜（4日
を除く）17時～20時　内容フリータイム、カフェ
コーナー、学習スペースあり　対象中学・高校生
のぎっこひろば19日㈰13時30分～15時　
内容入学進級おめでとう会　対象小学生（新1年
生は保護者同伴）

●根木内こども館☎315－2985
ひょうたんの会14日㈫11時15分～12時　
内容手遊びとお話　対象乳幼児と保護者
おはなしあっぷっぷ 10日㈮11時～11時30分　
内容パネルシアター　対象乳幼児と保護者
パティシエ教室11日㈯・25日㈯各10時～12時
対象小学4年生以上（要申込）
音楽で遊ぼう22日㈬10時～11時　
内容リトミック　対象乳幼児と保護者（要申込）
工作くらぶ 25日㈯13時～15時　内容未定　
対象小学生以上（要申込）
絵本はじめのいーっぽ24日㈮11時20分～11時
50分　内容読み聞かせと絵本紹介　対象乳幼児
と保護者

●森のこども館（21世紀の森と広場森の工芸館）
☎080－7323－9980（開館日のみ）
森のこども館①3日㈮11時～11時30分②4日㈯
③5日㈰ 各10時～16時　内容①おはなし会②③
森で元気にあそぼう！　対象18歳以下（未就学児
は保護者同伴）

　

実習期間合同実習＝7月26日㈰
実務実習＝7月30日㈭から8月12日㈬の
間の6日間（8月3日㈪・11日㈫を除く）
対象以下の全てに該当する人
◦大学または大学院に在学中で、学芸員
　資格取得に必要な単位のうち、博物館
　実習以外の単位を全て取得している
◦大学に在学中の場合は、最終学年に在籍している
◦歴史学・考古学・民俗学などの人文科学系の学問分野を専攻している
◦全ての日程に参加できる（やむを得ない事情で出席できない期間がある
　場合は、「博物館実習申込書」の備考欄に理由と期間を記入）
定員8人程度（書類選考。定員を上回る応募があった場合は各大学１人。市
内在住・出身者優先）

市立博物館実習生受け入れ 申請書類
◦博物館実習申込書（同館ホームページでダウンロードし、大学が作成）
◦単位取得証明書（大学発行の書類で、博物館実習以外の学芸員課程の必
　修単位が取得済みまたは取得見込みであることが分かるものであれば、
　他のものでも可）
◦身上書（各大学所定の書式。学歴は中学校卒業以上を記入）
◦志望理由書（書式自由。800字以内）
◦返信用封筒（所属する大学の実習担当部署名を宛先に記入して、切手84
　円分を貼付）
選考結果5月14日㈭に各大学宛てに発送　※提出された書類は返却しません。

4月7日㈫ から23日㈭〔必着〕の間に、申請書類を持参または郵送で、
〒270－2252松戸市千駄堀671　市立博物館学芸班博物館実習担当（☎
384－8272）へ
※実習修了後に「修了証明書」を各大学に送付しますが、実習生の成績評価
　は行いません。

　3月14日㈯に森のホール21で開催を予定していた「おかあ
さんといっしょ ガラピコぷ～がやってきた!!」は、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止のため、下記の日程に振り替えます。

振替公演日時7月26日㈰ 13時30分から、16時から
　チケットは、開演時間・座席番号がそのまま有効となります。振替公演ま
でなくさないようにしてください。振替公演時間・出演者は同じです。
　払い戻し方法については、ホームページをご覧ください。

森のホール21チケットセンター☎384－3331〔10時～19時、月曜休館
　（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）〕

　料理レシピを紹介するサイト「クックパッド」に、
聖徳大学の学生が考えた若者向
けの簡単なレシピや、市の栄養士
が考えた健康的なレシピなどを
多数掲載！
　松戸市の特産品を使ったレシピ
なども掲載しています。普段の料
理にぜひご活用ください！

健康福祉政策課☎704－0055

◆小さな隣人　ハナバチ観察会
4/26㈰10:00～12:00　講師自
然解説員・澤田勝

か つ き

生氏　定員先
着20人　費用無料

おかあさんといっしょ ガラピコぷ～がやってきた!!
振替公演のお知らせ

クックパッド
松戸市公式キッチンを
ご活用ください

同ホール
ホームページ

クックパッド
松戸市公式キッチン

戸定が丘歴史公園は開園してい
ます。詳細はお問い合わせいた
だくか、市ホームページをご覧く
ださい。

要申込
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詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページをご覧ください。

◆森の保全 & 農園野菜づくり説明会
3/22 ㈰・29 ㈰各10 時～12時 石み

やの森農園（紙敷） 電話で松戸里やま
応援団七

な な き

喜の会・山下☎090－5317 －
4178 へ
◆合評で学ぶエッセイ講座

3/24 ㈫ 14時30分 ～16時30分
勤労会館 先着20人 500円 電話で
エッセイ・うらら会・鈴木☎090－2758
－5858へ
◆英会話サークル見学会（初・中級）

4/6 ㈪・13 ㈪ 各10時～12時 明市
民センター 電話でサンフラワー・大濱
☎090－2759－4230へ

◆江戸川少年漁師養成講座
4/5 ㈰13 時 ～14時 松戸緊急用船

着場（葛飾橋下） 先着 5 人 500円
（小学生以下無料） 電話で江戸川漁法
保存会・中原 ☎090－1799－8316へ
◆魅惑のギターコンサート

4/11㈯14時～16時 六実市民セン
ター ニコニコクラブ・岩本☎080－
1019－1988
◆利根運河及び理

り そ う

窓公園の観察と散策
4/12㈰10時～12時30分 理窓会記

念自然公園（野田市） 先着30人 200
円 電話で東葛しぜん観察会・木村☎04
－7154－3337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、 マークは市民活動助成事業です）
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用（ …入会金）※記載がないものは無料　 …申し込み先　 …問い合わせ先

◆聖徳大学オープン・アカデミー オー
プニングセレモニー（講演、音楽学部
ミニコンサート）

4/18 ㈯13 時～16時 同大学川並
香
こうじゅん

順記念講堂（松戸駅下車） 電話で同
大学生涯学習課☎365－3601へ
●ナガセケンコー旗争奪レディースソ
フトボール大会

4/19 ㈰ 8 時30 分から 古ケ崎河
川敷ソフトボール場 市内在住・在勤
の15 歳以上の女性チーム 1チーム
5,000円 4/4㈯16時から、運動公園
で 松戸市レディースソフトボール連
盟・平

ひらじょう

城☎090－2736－1811

●①シルバーショートテニス教室（スポン
ジボール）②シルバーテニス初心者教室

①4～6月の㈪11時30分～12時50
分②4 月～2021（令和3）年3月の㈪ 8
時～ 9 時20分 ①運動公園体育館②
IHSMテニスアリーナ（新京成上本郷駅
下車） 先着①20人②30人 ①1回
500 円②月3,000 円 市内在住の 60
歳以上 電話で松
戸 シルバーテニス
連盟・藤井 ☎366
－3600 へ

◆D
ド ゥ

O ！エアロ（エアロビクス・筋トレ
など）

㈫9 時45分～10時45分 運動公
園小体育室 1回500円 1,000円
岡村☎090－6959－0143
◆ほほえみ会（健康ヨーガ）

第 1・3・4 ㈪19 時20分～20時50
分 松飛台市民センター 月2,000円

阿部☎090－3474－3504
◆フレンドシップサークル（英会話）

㈭14時～15時または15時～16時
根本クラブ（松戸駅下車） 月3,000

円 1,000円 竹
たけはな

端☎368－6977
◆ NPO人材パワーアップセンター
熟年男子料理教室

① 第1・3 ㈭②第 2・4 ㈮各10 時～
13時 ①馬橋②小金原各市民センター

料理を教えられる女性 年2,400円
岩橋☎364－8820

◆ダンスサークル金曜会（中・上級）
㈮19 時 ～21時 新松戸市民セン

ター 女性 月1,000円 1,000円
山田☎090－9975－6167
◆ハングル（韓国語）を学ぶ会

第1～3 ㈮10 時～12時 馬橋東市
民センター 月3,000円 祖父江☎
090－6172－2823
◆朗読の会ブラックベリー

第 2 ㈮または第3 ㈭ 13 時30分～
15時 家庭文庫ピッピ（新京成松戸
新田駅下車） 月1,000円 1,000円

足立☎090－1219－4562
◆数値調理会（食育講演会、試食会）

第4 ㈯10時～14 時（4月は11日㈯
10時～13時） まつど市民活動サポー
トセンター 月700円 1,000円
岩崎☎090－9295－1387

◆花スケッチの会
第2～4㈮13時～15時 幸谷ふれあ

いホール（JR新松戸駅下車） 月3,000
円 吉岡☎090－4072－5625
◆美

み ま つ か い

松会 （社交ダンス）
㈯12時～ 14 時 勤労会 館 月

3,000円 岩佐☎070－4027－9773
◆水彩画サークル気

き

ま水
すい

第2・4 ㈬14 時～16時 コーププ
ラザ東葛（馬橋駅下車） 月2,000円

関根☎090－1104－5710
◆社会科見学サークル

月1回 工場・官庁・名所旧跡 年
1,000円（他実費あり） 岩本☎080
－1019－1988（夜間のみ）
◆中国語読書会（現代小説・随筆など）

㈭10時～12時 ゆうまつど 中
国語検定3級程度以上 月500円 金
子☎364－2083

●実践話し方研究会
第 2・4 ㈭18時30分～20時30分
市民会館 月500円 田中☎090

－4374－3931（昼間のみ）
◆松戸碁

ご ゆ う か い

友会 （囲碁）
㈫㈭㈯12時30分～17時 市民会

館 年12,000円 5,000円 吉田☎
090－2456－7021
◆楽しいうたの会

第 2・4 ㈬ 13 時15 分～14時45分
松飛台市民センター 65 歳以上
月1,000円 大原☎090－7818－

0779

講座名 日時 午前= 9:30 ～12:30 
　　　午後=13:30 ～16:30

初めてのパソコン＆インターネット講座（Windows） 4/13 ㈪ ～16 ㈭　午前
Word を使った文書作成講座 4/  6 ㈪  ～ 9 ㈭　午前
Word 応用講座（Word 経験者） 4/20 ㈪ ～23 ㈭　午前
Excel を使った表計算講座 4/  6 ㈪  ～ 9 ㈭　午後
Excel 応用講座（Excel 経験者） 4/13 ㈪ ～16 ㈭　午後
Excel 活用講座（Excel 経験者） 4/20 ㈪ ～23 ㈭　午後
Access 基礎講座 4/27 ㈪ ・28 ㈫　午前・午後
PowerPoint 基礎講座（Word 経験者） 4/  4 ㈯ ・11 ㈯　午前・午後

※開催日の7日前に申し込みが1人以下の場合は中止。※受講費用の一部を助成す
る若年者職業訓練講座助成金制度の詳細は、電話で商工振興課☎711－6377へ。

 受講料を添えて、直接同センター（小金原1の19の3、☎349－3200）へ

松戸地域職業訓練センター 講座のお知らせ
Windows10使用

要申込
定員各先着5人　費用各12,000円（会員事業所または団体会員
メンバーは10,000円）

松戸市消費生活展
参加団体を募集

　今年も、消費者問題全般に関するテーマで開催します。パネルや展示物を通
じて消費生活に関わる研究結果を多くの人に知ってもらう良い機会となります。
日時（予定）10月3日㈯10時～17時・4日㈰10時～16時　
会場市内施設
対象市内に活動拠点を持ち、消費生活に関わる展示などを実施できる団体

4月24日㈮までに、FAXまたはEメールに団体名、代表者の氏名・住所・電
話番号、大まかな展示などの内容を記入して、消費生活課 365－9606、

mcshouhiseikatsu@city. matsudo. chiba. jp（☎366－7329）へ

要申込

　同展に興味がある団体は、ぜひ参加してください。
日時4月16日㈭14時から　会場ゆうまつど

当日会場で
同課☎366－7329

事前説明会
（任意）

   
シルバー人材センタースマホ・パソコン教室

コース 日時

① スマホ入門 4/14㈫　13:30 ～16:00
② スマホ操作 4/15㈬　  9:30 ～12:00

③ Windows10
の操作 4/16㈭　  9:30 ～12:00

④ Facebook 4/21㈫　13:30 ～16:00
⑤ スマホ写真印刷 4/28㈫ 　 9:30 ～12:00
⑥ スマホで決済 4/29㈷　13:30 ～16:00

会場新松戸市民センター　
対象40歳以上　費用各3,000円

はがきまたはFAXに住所・
氏名・年齢・電話番号・希望コ
ースの番号を記入して、〒271
－ 0043 松戸市旭町 1の174

（公社）松戸市シルバー人材セ
ンタースマホ・パソコン教室
係 330－ 5008（☎ 330－
5005）へ

要申込
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　11月11日、1月17日に江戸川の松戸緊急用
船着場で松戸市漁業協同組合が20cm程度
のウナギの稚魚35kgと、フナの稚魚520kg
の放流を行いました。
　同組合は魚類の資源保護と生産性の向上、
漁場の適正な維持・管理を行い、江戸川の豊
かな生物を守っています。

同組合☎362－3462、農政課☎366－7328

松戸で世界で
描き続ける

アーティスト H
ホ ー リ ー

OLHYさん

街並みに溶け込みながらも存在感のある壁画市内在住の新婚カップル（応募時に2年以内）・赤ちゃん（応募時に満2歳未満）の写真募集中!
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文字以内・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

2018（平成30）年9月生
元気で可

か わ い

愛い男の子になり
ました。家族みんな、大の
成長が楽しみです！

幸せアルバム

2019（平成31）年4月生
ハイハイも上手にできるよ
うになり、興味あるものを
追いかけます。楽しいもの
たくさん見つけようね！

直な
お
ひ
さ寿

ち
ゃ
ん

　もう目にした方もいるのでは？松戸の地ビール醸造所「松戸ビール」
（松戸市松戸）の建物に美しい壁画が現れました。流れるようなペイント
で地面から屋根近くまで、入口や窓も囲むように描かれています。手掛け
たのはHOLHYさん。世界各地で壁画を中心とした作品を制作する他、フ
ジロックフェスティバルや朝霧J

ジ ャ ム

AMのTシャツデザインも手掛けるなど、
幅広い活躍を見せるアーティストです。
　HOLHYさんの作品は、幾何学的な印象を持ちながら、生命感あふれる
印象も併せ持ちます。これまでもホテルの内装やビルの壁など、さまざま
な場所をキャンバスにしてきました。大きな壁画ともなると幅20mに達す
ることもあるとか。その美しさと迫力は、見る人を引き付けます。描いて
いる時に通行人などから声を掛けられることも多く、「見られていることは
励みになります。スピード感・臨場感と自分が真剣に取り組んでいるマイ
ンドが伝わるんだと思います」と語ります。
　昔から絵を描くことが好きだったそうですが、順風満帆なときばかりで
はなかったそうです。国内や海外でさまざまな依頼に応え続け、年間100
本を超えるライブペイントをこなしたことも。「『好き』を追求して描き続け
てきました。その時の環境に合わせて完璧を目指して全力で取り組む、そ
の繰り返しです」と語るHOLHYさん。妥協を許さないその姿勢と完成度の
高い作品で、道を切り開いてきました。
　松戸にアトリエを構えて4年。市内にお気に入りのスポットがいろいろ見

つかったと言います。「松戸には個
性的な人がたくさんいます。そし
て個性的な街並みやお店も。自
分の作品もそういった街の景観の
一部になってほしい」と、街の未
来に思いをはせます。HOLHYさ
んの筆は、松戸に住む人の個性と
街の個性が、豊かに花開いていく
未来を描きます。

HOLHYさんの作品は、プラーレ松戸屋上のエレベーター近くでも見られます。2020年春
には、子ども対象の教室も開催予定。詳細は https://hayatohori.themedia.jp/ で。

気軽に連絡してください！　Please contact us anytime!
mccir@city.matsudo.chiba.jp （English・Tiên g Viêt・Español・日本語= OK!）
文化観光国際課☎366－7327

Matsudo City International Portal

The Reiwa Samurai
 To welcome the 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games and 
the many tourists who will visit Japan at that time, Matsudo City 
is developing a variety of hands-on activities to attract people to 
Matsudo. This time, I participated in a Japanese armor-wearing activity 
in its trial stages. Imagine yourself wearing gorgeous handmade armor 
and walking through Tojo-tei House’s 100-year-old garden. You’d feel 
like a samurai during the great Edo period, just as I did. 
 The armor I wore was carefully made by members of the Matsudo 
Handmade Japanese Armor Fan Club (MHJAFC). I really appreciate 
their artisanal talents and passion for spreading the beauty of 
Japanese armor to everyone. I hope this experience will soon see an 
official launch and become a must-do experience for future tourists.

甲冑愛好会の皆さんと一緒にかっこいいポーズ
Making a cool pose with MHJAFC members

国際交流員レー・ガン・ハーが松戸の魅力を紹介します

この頃は、ハッ！
 Here comes Ha!

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

の皆さんが一つ一つ丁寧に作ったものです。
私は彼らの技術と甲冑の美しさを人々に届
ける熱心さに感動させられました。この独
特で楽しい体験が事業化し、松戸にお越し
いただく観光客の「絶対やるべき体験」にな
ることを願っています。

令和の侍
　東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会の開催に伴い、これから日本に来る
たくさんの観光客を歓迎するため、松戸市は
さまざまな体験型観光コンテンツを試し、開
発しています。今回、私は甲

かっちゅう

冑の着付け体験
に試験的に参加しました。甲冑を着て、100
年の歴史を有する戸定邸の庭を歩くことを
想像してみてください。江戸時代にいる感じ
がしませんか？私はとてもそう感じました。
　私が着た甲冑は、松戸手作り甲冑愛好会

江戸川の豊かな資源を守るために
稚魚の放流を行いました

2019（令和元）年12月生
スクスク元気に育ってね。
生まれてきてくれてありがと
う。

琴こ
と
こ子

ち
ゃ
ん

大だ
い

ち
ゃ
ん

炎や植物を思わせる力強いタッチ

松戸市安全安心情報市ホームページ
緊急重要情報のメール配信を
行っています。サービスの利用
は登録が必要です

パソコン・スマートフォン版 モバイル版 パソコン・スマートフォン版 モバイル版
2020.3.15
（令和2年）
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