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●9月からマイナポイントが始まります
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●応援メッセージが届きました

8

「まつど地域活動塾修了生日記 」
市民活動特集を折り込んでいます
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●新型コロナウイルスに伴う市の支援

発行／松戸市 編集／広報広聴課
〒271－8588 松戸市根本387の5
（代表）
047－366－1111
047－363－3200
https://www.city.matsudo.chiba.jp/

特別定額給付金のご案内

市民自治課 特別定額給付金担当室☎366-7062

～市では収入の減少等により生活に困っている世帯のため
少しでも早く給付ができるよう取り組んでいます～
給付額 1人につき10万円

対象 令和2年4月27日現在で市の住民基本台帳に記録されている人

松戸市独自の 市から申請書が届く前に申請をしたい場合
申請書を市ホームページからダウンロードできます（市役所・支所でも配布しています）
申請方法
※通常の申請とダウンロードでの申請による給付時期が同時期になる場合、受け付けを締め切る場合があります。

郵送での申請から振り込みまでの流れ

申請書
ダウンロードページ

申請書が市から送られてきます(通常の申請方法)
5月末頃の発送を予定しています

申請書に氏名や振込口座等を記入してください

※受給権者は原則世帯主になります

必要書類を添付して市に郵送してください（３カ月以内に送付してください）
必要書類

● 本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証など)の写し

● 振込先口座が分かる通帳またはキャッシュカードの写し

同封した返送用封筒に入れて郵送してください

申請書に記入した口座に振り込まれます
マイナンバーカードを所有している人はオンラインで申請できます

政府のオンラインサービス「マイナポータル」内の特別定額給付金の申請画面で、必要事項を入力し、振込先
口座の確認書類をアップロードすることで、電子申請が可能です。

配偶者等からの暴力を理由に
市に避難している場合
要件を満たし、所定の手続きをすれば、
給付金の受給が可能です。
詳細は市ホームページをご覧ください。
子ども家庭相談課☎366－3955

マイナポータル

詐欺に注意してください
●市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません
●受給にあたり手数料の振り込みを求めることはありません
●受給にあたり、世帯構成や銀行の口座番号などの個人情報をメール

市ホームページ
「特別定額給付金 」

で問い合わせることはありません

怪しいなと思ったら警察専用ダイヤル
（＃9110）
に連絡してください

2面・3面も新型コロナウイルス感染症関連情報
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新型コロナウイルス感染症に伴う松戸市の取り組みを紹介します
〜市民の生命と生活を守るため、さまざまな支援を実施しています〜

生活に困っている世帯・
個人への支援

厳しい経営環境にある中小企業・
個人事業主への支援

ひとり親世帯へ緊急支援給付金を支給

児童扶養手当受給世帯(生活保護世帯を除く)を対象に、
「ひとり親世帯への緊急支援給付金」
の支給を行います。
支給額
児童1人 8万円＝4万円×2回
児童2人 12万円＝(4万円+2万円)×2回
児童3人 14万円＝(4万円+2万円+1万円)×2回
※さらに第4子以降、
1人につき2万円(1万円×2回)加算
支給日5月と8月計2回
子育て支援課 児童給付担当室☎366－3127

市税等の納税猶予の特例

新型コロナウイルス感染症により収入が大幅に減少し
た個人、事業者に対し、市税や上下水道料金の支払いを
猶予します。
猶予期間
●地方税＝令和3年1月31日までに納期限が到来するもの
●上下水道料金＝令和2年12月31日
※水道料金は市営水道料金に限ります
債権管理課☎704－4004
下水道経営課☎366－7394

新型コロナウイルス対策売上回復支援補助金

外出自粛に対応した、売上回復を図る取り組みの経費
に、最大100万円を補助します。
補助対象経費
●新たにテイクアウトやデリバリーを開始する経費
●インターネット通販等を活用した事業の初期経費
● 新たに事業を始めるための広告宣伝費、
ＷＥＢ制作委
託費
●クラウドファンディングの手数料

中小企業への資金繰り支援(利子補給等)

対象売上が減少し、千葉県・セーフティネット資金の融資
を受けた市内の中小企業者
（個人事業主含む）
利子補給初回利子支払日から3年以内の利子を全額補助
※令和2年度の申請期間は、令和2年12月から令和3年1
月まで
保証料補助一括払いした信用保証料の3年相当額を補助
※随時申請を受け付けています。
補助対象融資限度額1,000万円
利子補給、保証料補助の遡及適用3月借入分から遡及し
て適用
商工振興課☎711－6377

福祉・介護・こどもを
支える人への支援
まつどの福祉・介護・こどもを
支えるひと応援事業
感染リスクを抱えながらも働き
続けている介護・保育等の従事者
に対して敬意を表するため支援金
を給付します。
支給額1事業所(施設)当たり一律
20万円を事業者に支給
支給対象となる経費職員への慰労
金や特別手当等を支給する経費
介護保険課☎366－4101

詳細は市ホームページをご覧ください。
市ホームページ

医療体制の整備

子どもたちへの支援

病床数の確保

市民の安全・安心を確保するため、新型コロナウイルス感染症に対応する病床を確

保しました。
①総合医療センター8床→35床
②千葉西総合病院5月中旬に20床確保
①同センター☎712－2511②地域医療課☎366－7771

PCR検査(ドライブスルー方式)

PCR検査の需要が増大していることから、松戸市医師会の協力を得て、
ドライブス

ルー方式の検体採取を実施します。
対象市内の医療機関を受診し、医師から検査が必要と判断された患者(個人での申
し込みは不可）

医療従事者等の受け入れ施設の確保

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、
医療従事者等(家族に感染

してしまうという不安を抱く医師や看護師等)を受け入れる宿泊施設を確保しました。

「コロナ対策緊急寄附」
にご協力ください
総務課☎366－7305
市内の医療現場における物資の不足
を解消するため、
「コロナ対策緊急寄附」
を創設しました。医療現場を応援したい
市民の皆さんからの寄附をお待ちしてい
ます。
寄附の方法現金書留・銀行
振込・郵便振替・クレジット
カード決済
詳細は市ホームページを
市ホームページ
ご覧ください。
「コロナ対策緊急寄附」
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家庭で取り組める学習教材や助言プリント、児童生徒への励ましメッ
セージ等を郵送します。
指導課☎366－7458

電話連絡による教育相談

児童生徒やその保護者と電話でやりとりし、健康や学習等を把握すると

ともに、悩みや不安など心のケアをします。
指導課☎366－7458

小学校の預かり児童、
放課後児童クラブの児童に昼食を無償で提供

対象児童に山崎製パン㈱の協力のもと、昼食を週2回各学校に配布し

ます。
保健体育課☎366－7459

地域医療課☎366－7771

健康福祉政策課☎704－0055

自宅学習課題の郵送

自宅でも学習できる環境を整備

6月末までにインターネット環境がない児童生徒にパソコンを無償
貸与し、自宅でもインターネットを活用した学習ができるようにします。
教育企画課☎366ー7455

学生アルバイトを緊急雇用します
新型コロナウイルス感染症の影響により、アル
バイト先の退職を余儀なくされた学生を対象に、
会計年度任用職員（事務補助）を募集します。
勤務時間月曜から金曜各5時間30分（休憩45分）
任用期間採用日から3カ月程度
勤務場所市役所本庁舎または市内出先機関
業務内容窓口業務、パソコンを用いた入力・資
料作成、電話応対業務など正規職員の業務補助
受験資格新型コロナウイルスの影響でアルバ
イト先の退職を余儀なくされた市内在住の学生
で、地方公務員法第16条の次の規定に該当し
ない人 ●禁錮以上の刑に処せられ、その執行
を終わるまでまたはその執行を受けることがな

人事課☎366－7306

くなるまで ●松戸市において懲戒免職の処分
を受け、当該処分の日から2年を経過しない
● 日本国憲法施行の日以降において、日本国
憲法またはその下に成立した政府を暴力で破
壊することを主張する政党その他団体を結成
し、またはこれに加入している
採用人数10人程度
時給957円（交通費別途）
退職理由を記載した顔写真付きの履歴書を郵
送または直接〒271－8588松戸市役所 人事
課（☎366－7306）へ ※郵送の場合は、封
筒の宛先の横に赤字で「緊急雇用対策 会計年
度任用職員履歴書在中」と記入してください。

松戸市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル☎0120－415－111
〔9時～17時
（土・日曜、
祝・休日を除く）
〕
へ

広報まつど 2020
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子育て世帯向け相談窓口のご案内
外出⾃粛・学校の休校などにより、不安や悩みを抱える人が増えている
ため、以下の取り組みを実施します。

電話で子育て等に関する悩みや不安についての
相談に応じています。
問各おやこDE広場、子育て支援センター
で

●子育て世帯向け相談窓口のパンフレットを作成し、窓口

一覧を掲載した特設サイトを開設しました
※相談窓口の一覧を掲載しています。詳細は市ホームペー
ジをご覧ください。
問子ども政策課☎704－4007

●子育てコーディネーターによる電話相談を開始しました

おやこDE広場
子育て支援センター

1カ月以上欠席している入所(園)児や保護者の様子を電話で確認し、相談に
も応じています。
問各保育所(園)
●保育士によるモニタリングを行います

子育て世帯向け
相談窓口

新型コロナウイルス感染症に関連した
人権への配慮をお願いします

使用済みマスクやティッシュの分別に
環境業務課☎366－7333
ご協力をお願いします

行政経営課☎366－7311

マスクなどに直接触れず、
ごみ袋をしっかりしばってごみ出しすることは、
家
族やごみ収集作業員の感染リスクを下げることにつながります。感染拡大防止
にご協力をお願いします。

新型コロナウイルスに感染した人やその家族、
医療関係者、
感染が確認さ
れた諸外国から帰国した人などに対する誤った情報や不確かな情報に基づ
いた、
不当な差別、
SNSでの誹謗中傷など、
人権侵害はあってはなりません。
正しい知識や情報を入手し、冷静な判断・行動をお願いします。不当な差別
やいじめなどの人権侵害を受けた場合は、下記の法務省人権相談ダイヤルに
ご相談ください。
みんなの人権110番
（全国共通人権相談ダイヤル）
☎0570－003－110
〔8時30分～17時15分(土・日曜、祝・休日を除く)〕

マスクやティッシュなどの捨て方

●使用したらすぐにポリ袋に入れ、密閉してから松戸市認定ポリ袋に入れて

ください(ごみに直接触れない)

●松戸市認定ポリ袋をしっかりしばって密閉してから、燃やせるごみに出し

てください

●ごみを捨てた後は、手を洗いましょう

テイクアウト・デリバリー可能な
飲食店を紹介します

眠っている食品を有効活用！

フードバンクにご協力ください

(一社)松戸市観光協会では、テイクアウトやデリバ
リーをしている同協会員の店舗一覧をホームページに
掲載しています。
SNSでもテイクアウト・デリバリー可能な店舗が紹介
されています。Facebook・Twitter・Instagramでは
「#マツドテイクアウト」
「 #マツテク」のハッシュタグで
情報が投稿されています。ぜひ検索してみてください。
問同協会☎703－1100

（社福）
松戸市社会福祉協議会では、まだ食べることができるのに、捨てら
れてしまう食品を家庭や企業から引き取り、生活に困っている人や福祉施設
に無償で提供しています。
新型コロナウイルス感染症の影響で、食品を必要とする家庭が増えているた
め、
フードバンクにご協力ください。
受付時間月曜～金曜各8時30分～17時 受付場所同協議会
寄付できる食品未開封で賞味期限が２カ月以上あり、
常温保存が可能な食品
問同協議会☎368－0503

松戸市新型コロナウイルス感染症相談専用ダイヤル
新型コロナウイルスの症状や受診、検査に関すること、経済的支援に関すること、子育て・教育に関すること、給付金に関す
ることなど相談窓口を一本化しました。

同協会ホームページ

☎0120－415－111

〔8時30分～17時（土・日曜、
祝・休日を除く）
〕

以下に該当する場合は帰国者・接触者相談センターへ

☎361－2140

①軽い風邪の症状が4日以上続いている
けんたい
②強いだるさ（倦怠感）
や息苦しさ（呼吸困難）
、高熱などの症状がある場合

〔9時～17時
（土・日曜、祝・休
日を除く）
〕
※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
※上記がつながらない時間は
は重症化しやすいため、発熱やせきなどの比較的軽い風邪症状であってもすぐにご相談ください。
☎0570－200－613へ
※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。
※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、上記の目安どおりの対応をお願いします。

市の新型コロナウイルスに関する最新の情報を入手するには

広報広聴課☎366－7320

広報まつどに掲載する記事は、印刷や配送の都合上、発行日から1週間以上前の時点の情報を元に作成しています。
緊急情報・最新の情報を入手する方法をご紹介します。
携帯電話を所持していない人向け

フィーチャーフォン
（ガラケー）
を使用している人向け

まつどニュース

松戸市安全安心メール

災害情報や不審者、
行方不明者などの情報のほか、
新型コロナ
ウイルスに関する最新情報をメールで登録者に配信しています。

安全安心メール

スマートフォンを使用している人向け

「Yahoo!防災速報」
アプリ

市がヤフー㈱と締結している
「災害に係る情報発信等に関
する協定」
に基づき、松戸市の気象警報や災害情報、新型コロ
ナウイルスに関する最新情報などを通知します。

毎週水曜日に発行している壁新聞です。新
型コロナウイルスに関する最新情報がある場
まつどニュース
合は随時発行しています。
公共施設で掲示しているほか、
市ホームページでPDFファイルを公開していま
す。
インターネットを利用できない人のために、
印刷して事業所や店舗、
集会所な
どで掲示をお願いします。

イベント中止の情報
Yahoo!防災速報

市ホームページ
「中止・延期になったイベント等」

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します。※左記つながらない時間は☎0570－200－613へ
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6月定例市議会
開催予定

市職員を募集します

会議予定

6/ 9㈫
10㈬・11㈭
12㈮・15㈪

主な内容

招集日・本会議 議案の提案理由説明
本会議

16㈫

一般質問
一般質問・議案質疑

総務財務常任
委員会

19㈮

健康福祉常任
委員会

22㈪

教育環境常任
委員会

23㈫

建設経済常任
委員会

25㈭

本会議

初級

18㈭

行政職

期日

受験案内書配布5月31日㈰
試験区分
募集人数 受験資格
その他の受験資格
まで、市ホームページまたは
大学を卒業または2020（令
直接人事課(土・日曜を除く)
和 2）年 度 卒 業 見 込みで、ス
自己推薦
ポーツ・文化芸術・学術の分野
で
採用
3人程度
①
において顕著な実績・成果を
試験日・会場6月28日㈰市
（事務職）
収めた人、学業・研究等にお
立松戸高校他
いて特に成績優秀な人
受験資格①1990（平成2）
①
事務職 30人程度
年4月2日以降に生まれた人
大学を卒業または2020（令
和2）
年度卒業見込みの人
②1970
（昭和45）
年4月2日
①
土木
10人程度
※土木・建築・電気・機械はそ
以降に生まれ、通常の勤務
①
建築
3人程度
れぞれの専門の課程を修了
時間に勤務することができ、
（見込み）
していること
①
機械
3人程度
次のいずれかに該当する人
●身体障害者福祉法第15
大学を卒業または2020（令
和2）
年度卒業見込みの人
条に定める身体障害者手帳
の交付を受けている●都道
障害者
義務教育課程以上
（大学を除
②
5人程度
（事務職）
府県知事または政令指定都
く）
を修了、卒業または2020
（令 和 2）年 度 卒 業 見 込みの
市市長が発行する療育手帳
人
の交付を受けている●児童
相談所等により知的障害者
それぞれの資格を有するかま
社会福祉士 5人程度
①
たは2021
（令和3）
年3月末ま
であると判定された●精神
保健師
①
3人程度
でに取得見込みの人
保健および精神障害者福祉
に関する法律第45条に定め ※詳細は受験案内書でご確認ください。
る精神障害者保健福祉手帳 ※民間企業等職務経験者、行政職初級事務職、保育士と消防職等
の採用試験を実施する場合は、8月1日の広報まつどと市ホーム
の交付を受けている
上級

2020（令和2）年松戸市議会6月定例会は、6月9
日㈫～25日㈭まで開催される予定です。
請願・陳情の提出期限は、5月29日㈮の12時まで
です。
開議予定時刻10時
問市議会事務局議事調査課☎366－7382

人事課☎366－7306

議案等の審査

議案等の採決

ページで詳細をお知らせします。

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
5/20㈬11時から、防災行政無線を使っ
た全国一斉情報伝達訓練を行います
災 害 時に全 国 瞬 時 警 報システム
（J-ALERT）を通じて送られてくる国から
の緊急情報を、防災行政無線で放送する
訓練です ※J-ALERTは、地震・津波・武
力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛
星などを通じて瞬時に伝達するシステム
です 問 危機管理課☎366－7309
ジ ェ イ ア ラ ー ト

４月は防災行政無線で 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。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 高齢者支援課地域包括ケ
ア推進担当室☎366－7343

7月中旬から2021(令和3)年2月まで青
少年会館は外壁等改修工事を行います
施設は開館しますが、駐車場は利用
できません。工事中は、騒音・振動が発
生し、特に8月から11月末は大きな音
が出ます問 青少年会館☎344－8556
子育て中のカラスに注意しましょう
7月まではカラスの繁殖期で、親ガラ
スはヒナを守るため、近づいてくる人に
対して、鳴き声・低空飛行による威嚇・頭
部への攻撃をしてくることがあります。
近くに巣やヒナがいる場合があるので、
近づかずに頭部を守り、その場を離れま
しょう 問 環境政策課☎366－7089
気温が高く風の弱い、薄曇りから晴れ
の日は、光化学スモッグに注意
発生すると目がチカチカするなどの健
康被害が発生することがあるため、注意
報などの発令時にはなるべ
く外出を控えましょう。 松
戸市安全安心メールでも情
報を発信しています 問 環境
安全安心
保全課☎366－7337
メール

雑草地の適正管理をお願いします
市では、雑草刈取業者の紹介を行っ
ています。条件、料金などは直接業者
と相談の上、契約してください 問 環境
保全課環境衛生係☎366－7336
業者名

電話番号

きるかーる

090−6103−7374

東葛清掃㈱

391−8977

㈲総健美社

341−6620

ナオガーデン

343−0369

㈱ハナノイ

311−8701

自分で雑草を処理する人に草刈機を
無償で貸し出します
申 電話で環境保全課分室
（和名ケ谷ク
リーンセンター内）
☎392－0477へ
戦没者等の遺族の皆さんへのお知らせ
戦没者等の遺族に弔意を表するために
支給される第11回特別弔慰金の受け付
けを行っています。戦没者等が死亡した
当時の遺族で、令和2年4月1日(基準日)
時点で公務扶助料や遺族年金などの受
給者がいない場合に、次の ① ～ ④ の順
番で先順位の遺族一人に支給されます。
①基準日までに弔慰金の受給権を取得し
た人 ②戦没者等の子 ③戦没者等のA父
母B孫C祖父母D兄弟姉妹④上記以外
の三親等内の親族で、戦没者等の死亡時
まで引き続き1年以上生計関係を有して
いた人 請求期限 2023（令和5）年3月31
日問 地域福祉課☎366－3019
2020（令和2）年度使用
料等の徴収業務委託先
を市のホームページに
掲載しています
問 財政課☎366－7076

市ホームページ

工業統計調査にご協力ください
対象の事業所に調査書類を送付します
日 5月下旬〜6月対 製造業を営む事業所
調査結果の利用例 国や地方公共団体の
行政施策の基礎資料、企業・大学での研

究資料、小・中学校や高校の教材 問 総務
課統計担当☎366－8056

今年の 21 世紀の森と広場ホタル観
賞会は中止となりました
問 同広場パークセンター☎345－8900
市営住宅入居者募集

入居資格 ◦ 松 戸市に住民登録をしてい

る市内在住または市内在勤の人◦同居
する親族がいる人
（単身申込要件を満た
す人を除く）◦持ち家を有していないこと
等、現に住宅に困窮していることが明ら
かな人◦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
募集案内書の配布 5/28㈭から6/10㈬の
間に、住宅政策課、各支所、行政サービ
スセンターで ※郵送可能 入居時期 7月
〔消印有効〕
の
下旬ごろ 申 6/1㈪から10㈬
間に、郵送でのみ受け付け ※応募者多
数の場合は抽選。家賃・必要書類他は、募
集案内書をご覧ください。 ※4月1日か
ら連帯保証人は不要になりました 問 住宅
政策課☎366－7366

①手話通訳者②登録要約筆記奉仕員
を募集
対 ① 次のいずれかに該当する人◦手話
通訳士の有資格者◦県手話通訳者認定
試験または手話通訳者全国統一試験合
格者②県要約筆記者登録認定試験また
は全国統一要約筆記者認定試験合格者
〔消印有効〕
までに、
定 若干名 申 6/12㈮
手話通訳・要約筆記の活動内容などを記
入した履歴書を直接または郵送で〒271
－8588松 戸 市 役 所 障 害 福 祉 課（☎
366－7348）
へ ※面接日時・会場など
は、後日通知します

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”
」
日 6/5㈮・12㈮・15㈪・19㈮・26㈮・29(月)

各 10時～12時 ※ 6/5㈮ は 相 談 コー
ナー「子どもの健康について」
、6/26㈮は
「サマーコンサート」を11時～11時30分
に開催 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 子
育て支援課☎366－7347

ふれあいサービス基礎研修・元気応
援サービス実務者研修〔全3回〕
日 6/11㈭・18㈭・25㈭各9時～16時
30分 会（社福）
松戸市社会福祉協議会
内 家事・介護援助の方法 対 全日程参加
できる市内在住・在勤の20歳以上 定
先着15人 費 1,000円 申 電話で同協議
会ふれあいサービスセンター☎368－
2941へ
市民後見協力員養成講座〔全６回〕
6/20 ㈯ 9 時 25 分～15 時 35 分、
6/25㈭ 9時 30分～15時 30分、7/2
㈭9時30分～14時50分、7/8㈬9時
30分～16時15分、7/11㈯9時30分
～15 時 30 分、7/20 ㈪ 10 時～11 時
30分 ※基礎研修終了後に、小論文・
実務研修あり会 市民会館他 対 全日程参
加可能な市内在住・在勤の人 費 1,000
円 申 6/15㈪までに郵送またはFAXで
受講申込書を〒271－0092松戸市松
戸1292の1シティハイツ松戸101
NPO成年後見センターしぐなるあい
ず 702－7869(☎ 702－7868)へ
※受講申込書は障害福祉課(☎366－
7348)で配布する他、市ホームページ
でダウンロードできます
日

危険物取扱者保安講習（法定講習）

日 7/10㈮給取午前一般午後 会 千葉

県福祉ふれあいプラザ(我孫子市) 費
4,700円 分 の 千 葉 県 収 入 証 紙 定 先
着500人 申 5/25㈪から29日㈮の間
に、申請書（消防局と各消防署で配布）
を直接松戸市危険物安全協会事務局
（消防局予防課内、☎363－1114）
へ

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。

広報まつど 2020
（令和2）年5月15日

松戸地域職業訓練センター 講座のお知らせ 要申込

家庭から出るごみの分別に
ご協力をお願いします
環境業務課☎366－7333

燃やせるごみにプラスチック類や金属類を
混ぜないでください

Windows10
使用

松戸市ごみ減らし
シンボルキャラクター・
クリンクルちゃん

3月末に、クリーンセンターは老朽化のため稼働停止しました。4月から
燃やせるごみの一部の焼却処理を市川市・浦安市に委託しています。両市
のごみ処理に支障をきたすことがないよう、家庭ごみの分別の徹底をお願
いします。

燃やせるごみは
「松戸市認定袋
燃やせるごみ専用」
で出してく
ださい
それ以外のポリ袋
では出せません

ごみの分別方法は
アプリ
「さんあ～る」で
検索できます
詳細は市ホームページを
ご覧ください。
市ホームページ

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

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
6/ 9㈫～12㈮ 午前
Wordを使った文書作成講座
6/16㈫～19㈮ 午後
学んで活かそうWord講座
6/22㈪～25㈭ 午後
Excelを使った表計算講座
6/ 1㈪～ 4㈭ 午前
Excel応用講座
（Excel経験者）
6/ 9㈫～12㈮ 午後
Excel活用講座
（Excel経験者）
6/13㈯・20㈯ 午前・午後
Access基礎講座
（Excelのデータベース経験者） 6/16㈫～19㈮ 午前
PowerPoint基礎講座
（Word経験者）
6/22㈪～25㈭ 午前
7/11～10/17の㈯
日商簿記2級受験講座
〔全14回〕
（8/15を除く）
10：00〜16：00

ご家族やお友達と
体験しませんか？ 要申込

じゃがいも
掘り農園 開

催

シルバー人材センター

期間①6月1日㈪～30日㈫②③6月10日㈬～7月20日㈪
会場①谷口農園(流山市)②小川農園(串崎新田)③根本農園(幸田)
品種①②きたあかり③きたあかり、男爵、アンデスレッド
費用①②1株250円③10株2,000円
電話で①谷口農園☎341－7603②小川農園☎387－2057
③根本農園☎090－6193－4688へ
農政課☎366－7328
や ぐ ち

2019年度受け付け分
総務課☎366－7305、教育企画課☎366－7455
●寄附金
秋谷実
井崎博之
(一社)千葉県宅地建物取引業協会
松戸支部
伊藤靜龍
エイブリック労働組合
荻原寿己
㈱カクタ
木本忍
木本剛彰
近代住機㈱社員・近友会会員一同
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱
松戸支店
小林章子
専シュワダーツ㈱
洗濯屋あべ
第一法規㈱
田中裕之
千葉県自動車整備振興会松戸支部
千葉土建一般労働組合松戸支部
とうかつ中央農業協同組合
経営管理委員会
東京キリンビバレッジサービス㈱
柏支店
常盤平環境会議
福岡俊一
古市和夫
フロール・ヂ・松戸セレージャ
松田豊
松戸いずみ幼稚園

松戸芸術舞踊協会
松戸健走会
松戸市公衆浴場組合
松戸市清掃事業協同組合
松戸市造園業協会
松戸市民カラオケ歌謡協会
松戸市立寒風台小学校PTA
松戸21RC
松戸みどり幼稚園PTA
山形運輸㈱
ゆうかり手工芸文化の会
㈲イセウ
㈲サフラン
立正佼成会松戸教会国分川水難
慰霊供養の会
●物品寄附
青木博
伊藤富志
(一社)日本造園建設業協会千葉
県支部
岩上哲也
㈱大出水道
㈱常磐電機設備
㈱メリーチョコレートカムパニー
北松戸町会
京葉瓦斯㈱
サイバーステップ㈱
三和商事㈱
香羊羊
鈴木正明

日程

コース

①6/ 2㈫

スマホの
選び方

②6/ 4㈭

スマホの操作

③6/ 9㈫

タブレットの
操作

④6/10㈬

Windows10の
操作

⑤6/16㈫

スマホで決済

⑥6/17㈬

個別相談

時間①②9時30分～12
時③～⑥13時30分～
16時 会場新松戸市民
センター他 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

多くの皆さまから貴重な寄附をいただき、ありがとうございました。皆さま
のご厚意は、趣旨に沿って大切に使わせていただきます。
市政発展のため、市への支援・応援をお待ちしています。詳細は、市ホーム
ページ「まつど応援寄附」をご覧ください。
DADA舞夢（車椅子を贈るダンス
の会）
テラスモール松戸
日医工㈱
野村昇
ピープル㈱
松戸市観光梨園組合連合会
松戸市梨研究会
松戸六実高等学校図書委員会
八木田義男
ユニ・ケアー㈱
●物品寄附
（教育委員会）
FC ALMA
奥井俊美
柿ノ木台小学校PTA
㈱アースラボラトリー

要申込

スマホ・パソコン教室

マイナポイント制度全般について
マイナンバー総合フリーダイヤル
☎0120－95－0178〔9時30分
～20時（土・日曜、祝・休日は17 マイナポイント
事業サイト
時30分まで）
〕
マイナンバーカードの申請・交付について
松戸市個人番号カードコールセンター☎366－
8178〔9時～16時（土・日曜、祝・休日を除く）
〕

寄附に感謝いたします

日時

講座名

定員①～⑧各先着5人⑨先着20人 費用①～⑧各12,000円
（③以外、
会員事業所または団体会員は10,000円）
、⑨35,000円
（会員事業所ま
たは団体会員メンバーは32,000円）
※開催日の7日前に申し込みが1人以下の場合①～⑧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。
費用を添えて、直接同センター
（小金原1の19の3、☎349－3200）
へ

9月からマイナポイントが始まります
マイナンバーカードを取得し、マイナ
ポイントの予約をした時に登録したキャッ
シュレス決済でチャージまたは買い物を
すると、25％のマイナポイント（１人あた
り最大5,000円分）がもらえます。サー
ビスの利用開始時期が近づくとマイナン
バーカードの交付申請が混み合い、申請
から交付まで３カ月以上かかる可能性が
ありますので早めにお申し込みください。

5

㈱テックナカムラ
河原塚小学校PTA
川村学園女子大学
岸惠美子
倉持淑子
京葉ガス㈱
齋藤純生
生活協同組合コープみらい
第三中学校PTA
高城忠雄
とうかつ中央農業協同組合
永島静香
日本コープ共済生活協同組合連
合会
古本学
ポラスグループ

市ホームページ

堀切順二
松戸交通安全母の会
松戸テニスクラブ
松戸ロータリークラブ
マブチモーター㈱
宮下友利
明治安田生命保険相互会社
●物品寄附
（吹奏楽応援団）
内野公子
中山明
小川るみ
小林淳子
増田忠亮
髙向宏
大桃まさ子
徳永桃代
田島宜子
判田信子
宗像陽子
大塚花七絵
加藤糸路
櫻井克己
小松崎真一
目澤淳子

河野加枝
西川光洋
島井栄
堀田麻由子
山﨑一之
髙橋正和
徳永雅紀

（順不同・敬称略）

寄附金の事業・使途別内訳
事業・使途
新病院建設事業
緑化推進事業
福祉のまちづくり事業
子育て支援事業
高齢者支援事業
障害者支援事業
協働のまちづくり事業
安全で安心なまちづくり事業
学校教育推進事業
社会教育芸術文化振興事業

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。

金額（円）
4,358,000
1,605,320
2,505,015
10,843,911
1,226,000
1,558,000
358,181
1,502,000
1,844,500
762,290

事業・使途
スポーツ普及振興事業
環境施策推進事業
防災・消防救急対策事業
市におまかせ
通学路等の安全対策
経済的に不自由な児童・
生徒のために
21世紀の森と広場 管理・運営
合計

金額（円）
2,750,000
1,288,000
2,445,543
11,688,000
3,000,000
45,000
30,000
47,809,760
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麻しん・風しん混合
（MR）
第1期・第2期予防接種

まつど健康マイレージ付与 …

脳の健康度検査と認知症予防教室〔全3回〕要申込
6月9日㈫・16日㈫・23日㈫各10時～12時（9時30分から受け付け）
会場青少年会館樋野口分館
対象樋野口・古ケ崎・栄町・栄町西在住の65歳以上
定員先着20人 費用無料
電話で明第2西高齢者いきいき安心センター☎382－5707へ

介護者の集い 要申込
6月17日㈬13時30分～14時30分
会場常盤平団地高齢者いきいき安心センター
費用無料
電話で同センター☎382－6535へ

対象第1期＝1歳から2歳未満、第2期＝2014（平成26）年4月2日～
2015（平成27）年4月1日生まれ ※第2期の対象には、4月初旬に通知
を送付済み。
接種期間2021（令和3）年3月31日㈬まで ※期間を過ぎると無料で受
けられなくなります。
注意事項◦麻しんと風しん両方にかかった人は接種不要です◦市外の
医療機関で接種を希望する場合は、お問い合わせください
転入や紛失等の理由で予診票を持っていない場合
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申し込みをお願い
します。
郵送で母子健康手帳の子どもの氏名が分かるページと予防接種の
ページ全て（海外で予防接種を受けたことがある人は、そ
の接種記録が分かるもの）のコピーと、市ホームページか
らダウンロードできる申請書を記入して、〒271－0072
松戸市竹ケ花74の3 中央保健福祉センター内 健康推
市ホームページ
進課予防衛生班（☎366－7484）へ

5月31日は世界禁煙デーです
喫煙はがんをはじめ、脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞
性肺疾患（COPD）、歯周病など多くの病気と関連が深いことが分かってい
ます。また、喫煙者本人だけでなくその煙を吸わされる「受動喫煙」によっ
て、周囲の人の健康にも悪影響を与えます。
禁煙は自力でもできますが、医療機関での禁煙治療や禁煙補助薬を利用
すると、自力に比べて3～4倍禁煙に成功しやすくなることが分かってい
ます。
各 保 健 福 祉 セ ン タ ーで は、
禁煙したい人にあった禁煙方
法を一緒に考えサポートしま
す。お気軽にご相談ください。
各 保 健 福 祉 セ ン タ ー（中 央
☎366－7489、小金☎346－
5601、常盤平☎384－1333）

松戸健康福祉センター（松戸保健所）
各種無料相談・検査 要申込
相談名（原則予約制）

予約・問い合わせ

日時

精神保健福祉相談

6/ 4 ㈭・15 ㈪
各 14:00 ～ 16:00

酒害相談

6/18 ㈭ 14:00 ～ 16:30

DV相談

電話
（予約不要）
来所

障害者
差別相談

㈪～㈮ 9:00 ～ 17:00
（祝日を除く）

☎361－2138

☎361－6651

原則㈮ 9:00 ～ 17:00

電話
（予約不要）
来所

㈪㈫㈭㈮ 9:00 ～ 17:00

☎361－2346
367－7554

市ホームページ

あなたの健 康

213

インプラント治療について
むし歯や歯周病などで歯を失ってしまった場合、噛みづらくなったり、
歯のない部分から空気が漏れて喋りづらくなったり、見た目などの審美
的な問題が生じることがあります。これらを補う方法として「入れ歯」や
「ブリッジ」、そして「インプラント」という治療方法があります。
そもそも、インプラントとは体内に埋め込む医療材料などを言います
が、歯科においては正しくはデンタルインプラントと言います。インプ
ラント治療は、歯を欠損した部分の顎の骨にチタンやチタン合金と言わ
れる歯根の代わりになる人工のネジのような材料を埋 入し、その上にい
わゆる差し歯と言われる被せ物や入れ歯と言われる義歯を作っていく治
療になります。この治療はさまざまな歯の欠損状態に適応でき、1本～多
数歯欠損に対応できます。例えば歯が1本欠損の場合、ブリッジだと隣接
する歯を削る必要がありますが、インプラントの場合削る必要がありま
せん。また義歯の場合、顎の骨の状態によっては義歯が安定しないこと
がありますが、このインプラントを固定源にすると安定した状態で保つ
まいにゅう

救急医療体制
テレホン案内サービス

☎366−0010
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〕

ことができます。ただし、この治療は外科手術が必要になり、場合によっ
ては長期間の治療が必要です。また保険が適応されず、すべて自費治療に
なるため、費用がかかります。さらに糖尿病などの全身疾患を有する方や、
歯周病、顎の骨の状態、噛み合わせに問題のある方、喫煙をされている方
などは適応から除外されることがあります。治療が可能な歯科医院は限ら
れますので確認が必要です。
インプラント治療はとても素晴らしい治療法の一つです。ただ、歯周病
治療がしっかりできていなかったり、喫煙していたり、日々のブラッシン
グがしっかりできていないと上手くいきません。術前にこれらをしっかり
クリアしておかないと、術後にさまざまなトラブルが生じることがありま
すので、治療を受ける際は担当の歯科医師としっかりと確認をしましょう。
もちろん、治療を受けたらそれで終わりではありません。治療を受けた歯
科医院で、必ず定期的にメインテナンスを受ける必要があります。これを
確実に継続することが大きなポイントになります。
これらをクリアしてのインプラント治療は、患者さんの日常生活におい
て多くの有益性をもたらしてくれるでしょう。興味のある方は相談をして
みてはいかがでしょうか。
https://matsudo.cda.or.jp/

※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

（公社）松戸歯科医師会

☎365－3430

夜間小児急病センター
（18時～23時）

☎712－2513

千駄堀993の1

北松戸駅

JR
常
磐
線

総合医療センター

隧道
県立松戸高校 千駄堀
旧市立病院

国
道
6
号

運動公園

※ 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。

台駅
みのり

夜間小児急病
センター

JR
武
蔵
野
線

駅

新八柱

八柱駅
新京成線

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。
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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

21世紀の森と広場

パークセンター

☎345−8900
講座は全て電話による申込制
（9:00～17:00）

開園状況などは、市ホーム
ページをご覧いただくか、お問
い合わせください。

文化ホールギャラリー

博物館

〒270−2252松戸市千駄堀671
☎384−8181

開館状況などは、同館ホーム
ページをご覧いただくか、お問
い合わせください。

☎367−7810

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

5/15号では文化ホールギャ
ラリーの催し物の掲載はありま
せん。

戸定歴史館
☎362−2050

開館状況などは、市ホーム
ページをご覧いただくか、お問
い合わせください。

運動公園

☎363－9241

開 園 状 況 などは、市ホーム
ページをご覧いただくか、お問
い合わせください。

※飲み物持参。動きやすい服装
で。
※スポーツ推進委員主催。

●バドミントン交流会
6/12㈮9：00～13：00 会場柿
ノ木 台 公 園 体 育 館 費 用 1人
500円 申 前日までに、電話で坂
平☎366－3432へ

市立博物館学芸員による

市内に残る河原塚の古墳
皆さんは、古墳というと何を思い浮かべますか。近畿地方の巨大な前方
後円墳や、壁画で有名な高松塚古墳などでしょうか。異様ともいえる、巨
大な墓が造られた古墳時代ですが、実は松戸でも当時の古墳や集落の跡が
河原塚1号墳の様子
見つかっています。
市の南部に所在する河原塚古墳群は、およそ5世紀代（約1,500～
1,600年前）に造られた古墳群で、これまでに円墳5基が確認されていま
す。なかでも、1955（昭和30）年に調査された1号墳からは、鉄の剣や
刀などの武器をはじめとした豊富な副葬品や人骨などが出土しました。松
戸の南部を治めた人物の墓であったと考えられます。
古墳時代というと、教科書に載っている、あくまでも西日本を中心とし
た歴史であると考えがちです。しかし、東日本の各地、そして松戸にも当
時の人々の痕跡がたくさん残されているのです。遺跡といえば、貝塚など
縄文時代の遺跡の宝庫として知られる松戸ですが、ぜひ古墳時代の遺跡に
も目を向け、当時を生きた人々の息吹を感じてください。
埋葬状況の復元模型
市立博物館☎384－8181
（同館常設展示）

6月

児童福祉館・
こども館の催し物

11時45分

無料

保護者

●常盤平児童福祉館☎387－3320

水曜広場水曜16時から 内容 宝さがしゲーム他
対象 主に小学生 あそび広場6日㈯・20日㈯・
27日㈯各15時～16時 内容 歌の広場、なんでも
ビンゴ大会他 対象 主に小学生
中高生の広場（TAPS）毎週水・土曜17時～19時
内容 フリータイム・タイピング王決定戦他
卓球広場13日㈯14時～15時 内容 基礎を学ぼう
持ち物 上履き 対象 小・中学生
絵本はじめのいーっぽ26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

●移動児童館☎387－3320

あそぼう会 東部スポーツパーク体育館 2日㈫・9日㈫・
16日㈫・23日㈫各15時～16時45分
運動公園会議室 水曜 八ケ崎市民センター 木曜
稔台市民センター 金曜 時間 15時～17時30分
明 市 民 センター 6日㈯・20日㈯ 時間 各14時～17時
内容 プラバンをつくろう他 対象 主に小学生
わくわく広場 稔台市民センター 金 曜10時30分～

内容 体操・手遊び他

対象 乳幼児と

●根木内こども館☎315－2985

ひょうたんの会9日㈫11時～11時30分 内容 手
遊びとお話 対象 乳幼児と保護者
音楽で遊ぼう10日㈬10時～11時 内容 リトミッ
ク 対象 乳幼児と保護者（要申込）
ぞうさんのしっぽ11日㈭11時～11時30分
内容 歌と絵本 対象 乳幼児と保護者
おは なしあっぷっぷ12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13日㈯・27日㈯各10時～12時
対象 小学4年生以上（要申込）
絵 本はじめのいーっぽ26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
工 作 くら ぶ27日 ㈯
13時 ～15時 内容
アナログフロッター
ジ ュ 対象 小 学 生
以上（要申込）

市立博物館ホームページでは、
「おう
ちミュージアム」
として、自宅で過ごす子
どもたちが退屈しないよう、家で楽しく
学べるプログラムを発信
しています。ぜひご利用く
ださい。
同館☎384－8181
同館ホームページ

利用を中止している施設
公共施設は原則として
利用を中止しています。
中止している施設の一覧
は、市ホームページをご
覧ください。

市ホームページ
「公共施設の
利用中止情報」

●六実こども館☎080－3507－3538

開館日・時間 月・水曜（1日・3日を除く）
14時30分
～17時30分、土・日曜10時30分～17時30分
内容 科学館、絵本を作ろう、レクゲーム、ボッチャ
体験、絵本を作ろう他 対象 18歳未満とその保
護者

●野菊野こども館☎331－1144

おやこDE広場 ①3日㈬10時30分から②12日㈮
11時30分～12時 内容 ①おやこDEたいむ②絵
本のじかん 対象 ①3歳までの子と保護者②乳幼
児と保護者
中高生タイム水・金曜17時～18時、土曜（ 6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20日 ㈯13時30分 ～15時 内容
公園あそび 対象 幼児と保護者・小学～高校生

●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5日㈮〜7日㈰各10時～16時 内容
森の中であそぼう！ 対象 18歳以下（未就学児は
保護者同伴）

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
（ …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
費 …費用
●伝統文化親子教室
日 2021(令 和 3)年 3月まで の ㈰ 10時
～12時（月1～2回）会 新 松 戸 市 民セン
ター他 費 5,000円（別途教材費）申 電話
でNPO装 爽ネットワーク・木村☎090－
8507－8092へ
◆ひきこもり、充電中さんネット当事者
会（当事者同士のネット上の交流会）
日 随時 問 同会代表・服部☎386－9118
そうそう

会 員 募 集
●松戸青少年交響楽団
日 ㈯18時～21時 会 青少年会館 対 小学
生以上持管・弦楽器費月2,000円問 吉田
☎365－8358
●フォト倶楽部さくら会
日 月1回撮影会・年5回展示会 会 常盤平
市民センター他 費 半年5,000円 問 坂巻
☎388－6136（昼間のみ）

●太極拳七八会（気功・太極拳）
日 ㈬15時～17時 会 矢切公民館 対 初心
者費月3,000円問森下☎363－7044
●ＪＨＤ卓球クラブ（経験者希望）
日 ㈪・㈬11時～13時 会 小金原体育館
対 60歳 以 上 定 先 着3人 費 月750円
1,000円 問 金井☎341－2280
は ち だ ん にしき

ようめい

●松戸太極拳同好会（気功八段錦・楊名
時太極拳）
じ

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。

日 ①㈫13時～15時②㈭③㈮④㈯各10
時～12時 会 ①柿ノ木台公園体育館②運
動公園武道館③明市民センター④常盤
平体育館 費 各月3,000円 2,000円 問
髙科☎362－6080
●緑会囲碁教室燦燦（講座・対局・大会）
日 ㈬ 13時～18時 会 矢 切 公 民 館 費 月
1,000円 1,000円 問 西 村 ☎ 364－
2212
たかしな

さんさん

８
市ホームページ
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（令和2年）

松戸市安全安心情報

パソコン・スマートフォン版

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

モバイル版

パソコン・スマートフォン版

モバイル版

松戸にゆかりのある方たちから 応援メッセージ動画が届きました
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、松戸市出身の宇宙飛行士・山崎直子氏やプロ野球の北海道日本
ハムファイターズ・上沢直之選手、福岡ソフトバンクホークス・高橋礼選手、東京ヤクルトスワローズ・渡邉
大樹選手から、松戸市の子どもたちへの応援メッセージ動画が届きました（4月30日時点）。動画は市ホーム
ページに掲載しています。
外出の自粛などで不安な日々を過ごしている皆さんも、このメッセージ動画を見れば、きっと元気をもら
えるはずです。
1日でも早く事態が終息するよう、一人ひとりが高い意識を持って、この難局を皆で乗り越えましょう！
問子ども政策課☎704－4007
宇宙飛行士・山崎直子氏

©NASA

北海道日本ハムファイターズ・上沢直之選手

©H.N.F

福岡ソフトバンクホークス・高橋礼選手

東京ヤクルトスワローズ・渡邉大樹選手

©SoftBank HAWKS

©Tokyo Yakult Swallows

PARADISE AIR お 部 屋 探 訪
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よ

ちゃん

い

ちゃん

檜山羽彩

冴翔

美頼
2019（平成31）年1月生
たくさん食べて、たくさ
ん寝て、たくさん遊んで
元気いっぱいのスーパー
健康女子です！

市ホームページ

「子どもと一緒に
自宅で楽しめる
動画や活動」

2020（令和2）年1月生
病院ついて10分で出てき
たスーパースピード出産
でした♥

2019（令和元）年6月生
お兄ちゃんが大好き。ご飯
いっぱい食べてこれからも
大きくなります。みんなを幸
せにしてくれてありがとう。

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!
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

アーティストが生活する、PARADISE AIR
の滞在施設を紹介するシリーズ第一弾。
PARADISE AIRは 松 戸 駅 西
口近くにある元ホテルのビル
内にあり、国内外のアーティス
トの滞在制作を受け入れてい
ます。普段はアーティストが生
活するプライベートな空間で
すが、イベントでは施設を見学
できます。
ペ

ア

問（一社）PAIR☎364－8832、
文化観光国際課☎366－7327

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

Here comes Ha!

カラフルなビルの4・5階に入居
しています

自室で作品作りに没頭するアーティスト
はじめ

写真： 加藤甫

Here Comes the CIR!
Hey Ha, what do you think about this? What do people in Vietnam
do in this or that situation? Ever since I started working here, I
have heard many questions like these. At first I came across these
questions in simple conversations with my coworkers, but later
on I found myself expressing my thoughts in training seminars and

国際交流員（CIR）がゆく！
「ハーさん、これについてどう思いますか？」
「ベトナムではみんなどうしますか？」
CIRとし
て働き始めてからこうした質問をよくされる
ようになりました。 最初は、 同僚とのちょっ
とした会話だと思っていましたが、職員向け
の研修や会議などで自分の考えを丁寧に伝え
るようになっていることに気づきました。 先
日、小金原の市民の方の前で
「私から見た松
戸」
について発表をさせていただきました。外
国籍市民の観点から自分の意見を述べること
は、私にとって母国の文化や歴史を改めて理
解する貴重な機会となり、また、市民の方と
率直に話をするきっかけにもなりました。もし、
皆さんが私たちの母国の文化、教育、歴史、
あるいはCIRの生活や仕事での経験など、国

meetings aimed at city workers. Recently, I’
ve even made a speech

際交流や異文化理解に興味があれば、喜んで
お手伝いしたいです。詳しくは
「松戸市国際交
流員講座」
というキーワードで検索、もしくは
文化観光国際課までご連絡ください。 新型コ
ロナウイルスが収まる近い将来に皆さんと楽
しいお話をすることを楽しみにしています。会
える日までどうぞくれぐれもご自愛ください !

titled“Matsudo Through My Eyes”for members of a citizens
group in Koganehara. It was a valuable opportunity for me to
better understand and discuss my own culture and home country’
s
history with Matsudo citizens, heart-to-heart. If you are interested
in learning more about the culture, education, history, or any other
aspect of my or CIR Javi’
s country or life/work in Matsudo, please
let us know; we would be happy to help you out! To apply for a
CIR Seminar, please contact the Culture, Tourism, and International
Division using the number below. After the coronavirus situation
has gotten better, I look forward to talking with you. Until then,
please take care of yourselves!
Matsudo City International Portal

2月15日㈯小金原市民センターで、松戸の魅力について
発表しました。

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。

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

