
楽しい！新しい！懐かしい！

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/

2
3

6・7
8

10

●新しい生活様式の熱中症予防
●新型コロナウイルスに関する相談窓口
●松戸市の人口50万人カウントダウン開始！
●50万人到達予想クイズ＆お祝いメッセージ募集
●夏の青少年教室No.1675

7/17/1
2020（令和2）年

松戸ゆかりのアーティスト
18人の作品約100点を公開！ 
　市が所蔵している美術コレクションには二つの柱があります。
一つ目は市内に在住していた作家に関するもの。二つ目はかつ
て松戸にあった千葉大学工学部と、その前身である東京高等工
芸学校に関する作家のものです。 
　本展では、市にゆかりある18人のアーティストの作品約100点

（一部寄託作品を含む）をご紹介します。他では見られない「松
戸のたからもの」に出会えるチャンスです。ぜひご覧ください。 

社会教育課美術館準備室☎366－7463

開館時間9時30分～17時（入館は16時30分まで）
休館日月曜（祝日の場合は開館し、翌平日休館）
観覧料一般310円、高校・大学生150円（同館
常設展示との共通観覧料は一般520円、高校・
大学生250円）
※以下の人は、観覧料無料●中学生以下●市内在
住の70歳以上●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
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美子書簡集』刊行記念レクチャー
A（仮題）「パリの、海と金魚鉢－板倉鼎・須美子と岡

お か

鹿
し か の す け

之助」
B（仮題）「板倉鼎・須美子書簡集監修秘話」
8月A2日㈰B23日㈰各14時～15時30分　会場市民会館
講師A（公財）石橋財団アーティゾン美術館教育普及部長・貝塚健

つよし

氏B和洋女子
大学名誉教授・川崎キヌ子氏（書簡集監修者）、社会教育課美術館準備室学芸員
定員各30人（抽選）　費用無料

 共通 7月①A22日㈬②28日㈫①B8月13日㈭までに、ちば電子申請サービスまたは往復はがき・FAXで、①②いずれかの希望イベント名
（①はABどちらかの希望回、②は午前・午後のいずれかも）、参加者全員の氏名・住所・電話番号・②のみ年齢を記入して、〒271－8588松戸
市教育委員会　社会教育課 366－7055（☎366－7463）へ

②子どもワークショップ
「ミニチュア家具作りにチャレンジ！」

展覧会に出展している家具のミニチュアを作ってみよう！
8月8日㈯9時～12時（午前）、13時～16時（午後）
会場21世紀の森と広場森の工芸館　講師社会教育課学習支援専門員・
泉晴

せ い

行
こ う

氏　対象市内在住の小学4～6年生とその家族（最大4人まで）
定員午前・午後各4家族（抽選）　費用無料

森谷延雄「朱の食堂　肘掛椅子」
1925年（2008年復原）

大橋正「明治チョコレートキャラメルデラックス」ポスター 1957年頃
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ちば電子申請サービス

松戸市デジタル美術館

関連イベント

この展覧会は
（一財）自治総合センターの

助成により実施します

要申込
要申込

7月23日㈷～8月30日㈰

会場市立博物館
企画展示室

入館時はマスクの着用、手指の消毒など
にご協力をお願いします
　館内では、その時点での感染拡大の状況に応じ
て予防対策を行っています。

アーティスト一覧（敬称略・順不同） 
●松戸に住んでいた作家
洋画田中寅

と ら ぞ う

三、板倉鼎
かなえ

、板倉須美子、長
な が た

田国夫、竹内栄三郎、
渋谷克己　版画奥山儀

ぎ は ち ろ う

八郎　工芸宮
み や の は ら

之原謙
け ん

　写真及川修次 
●千葉大学工学部（旧東京高等工芸学校）の作家
洋画松岡壽

ひさし

、和田香
か な え

苗、土屋幸
ゆ き お

夫、赤
あ か な

穴宏　彫刻寺
て ら は た

畑助
す け の じ ょ う

之丞
工芸豊田勝

か つ あ き

秋　インテリア森
も り や

谷延雄、剣持勇
いさむ

グラフィックデザイン大橋正
ただし

※企画展の内容や各作家の詳細は、市ホームページ
「松戸市デジタル美術館」をご覧ください。



　新型コロナウイルス感染症対策として、飛沫の拡散予防に有効なマスクの着用をお願いしています
が、マスクを着用していない場合と比べると、心拍数や呼吸数、血中二酸化炭素濃度、体感温度が上昇
するなど、身体に負担がかかることがあります。 
　高温・多湿の環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがあるので、
例年以上に熱中症予防を心掛けましょう。特に子ども・高齢者・障害のある人は、熱中症にな
りやすいので十分に注意しましょう。
※詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
問各保健福祉センター（中央☎366－7489、小金☎346－5601、常盤平☎384－1333）

同省ホームページ

暑さを避ける
・涼しい服装を心掛け、外に出る際は日傘や帽

子を活用しましょう

・外出時は天気予報や「暑さ指数（WBGT）」を
参考に、暑い日や時間帯を避け、無理のない
範囲で活動しましょう

※WBGTの詳細は環境省ホーム
ページをご覧ください。

こまめな水分補給
・のどが渇いたと感じる前に、こまめに水分補

給をしましょう。食事以外に1日当たり1.2L
の水分の摂取が目安とされています

・激しい運動・作業をし
たときや、汗を多くか
いたときは、水分やあ
めなどで塩分も補給し
ましょう
特に、急に暑くなった日や、久しぶりに暑い
環境で身体を動かす際には注意が必要です

これまで通りの熱中症予防も忘れずに！

暑さに備えた体作り
・身体が暑さに慣れるように、水分補給を忘れずに無理なく適度な運動を

しましょう

・「やや暑い」環境で「ややきつい」と感じる強度で毎日30分程度の運動を心
掛けましょう

15分で危険レベルに！
　日本自動車連盟（JAF）が実施し
た車内温度の検証テストによる
と、気温35℃の炎天下に駐車し
た車内の暑さ指数（WBGT）は、
窓を閉め切った状態でエンジン停
止後、わずか15分で人体にとっ
て危険なレベルに達しました。
　子どもや高齢者などは体温調節
が十分に機能しないため、短時間
でも非常に危険です。ペットなど
も車内に残して車を離れることは
やめましょう。 

環境省ホームページ

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。

塩あめ

新しい
生活様式の

参考：厚生労働省・環境省ホームページ

熱中症予防熱中症予防
熱中症による死亡者数 
平成30年 1,581人  
平成29年 635人  
平成28年 621人  
平成27年  970人  

危険！熱中症
　近年の記録的な猛暑により、熱中症で
救急搬送される人は増加傾向にあります。 
　熱中症は、重症化すると命にかかわりま
す。早めの予防を心掛けましょう。 

出典：同省ホームページ「人口動態統計」

出典：日本自動車連盟（JAF）ホームページ

車内での熱中症にも車内での熱中症にも
ご注意を！ご注意を！

状況に応じてマスクをはずしましょう

・冷房時でも換気扇や窓を開けるなどして、1時間に2
回程度換気する

・温度変化に気を付けてエアコンの温度設定をこまめ
に調整する

・暑い日・時間帯は無理をせずエアコンをつける

　健康管理は新型コロナウイルス感染症だけでな
く、熱中症を予防する上でも有効です。 

・日頃から体温測定、健康チェックをする
・体調が悪いと感じたら、無理せず自宅で静養する

冷房時でも換気をしましょう 健康管理をしましょう

広報まつど　2020（令和2）年7月1日2

新型コロナウイルスを想定した『新しい生活様式』での
熱中症予防のポイント

・屋外で周囲の人と十分な距離（2m以上）が確保できる場合にはマスクを外す
・マスク着用時は、負荷が大きい作業や運動は避ける 
・周囲の人との距離を十分にとれる場所で、適宜マスクを外して休憩する

・涼しい場所へ移動し、衣服を緩め、体を冷やす
・水分と塩分を補給する
※水分を自力で飲めない、意識や言動がおかしい、症状が改善しない場合は

すぐに119番通報し、体を冷やしながら救急車の到着を待ちましょう。

次のような症状がある場合は熱中症の可能性があります。
・めまい、立ちくらみ　・筋肉痛や筋肉のけいれん　・汗がとまらない
・頭痛　・だるさ　・吐き気　・体温が高い　・まっすぐ歩けない
・水分を自力で飲めない　・意識や言動がおかしい  

こんな時は危険です！ 熱中症が疑われたら応急処置を
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同ダイヤル☎0120－415－111〔9時～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕　※左記がつながらないときは千葉県☎0570－200－613へ

市独自の事業者支援をご活用ください 

新しい生活様式に取り組む
中小企業等応援金 

小規模事業者等事業
継続給付金 新型コロナウイルス対策売上回復

支援補助金

新型コロナウイルスに関する相談窓口新型コロナウイルスに関する相談窓口
市では、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けた皆さんの相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。

　社会福祉士などが生活に関する不安や悩みの相談を受け付けます。新型
コロナウイルスの影響に関することであれば、内容は問いません。
時間9時～16時（一人30分程度、市役所開庁日のみ）
会場市役所本館2階大会議室（電話予約者優先）
電話相談・来庁予約電話で松戸市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル
☎0120－415－111（音声ダイヤルで5を選択）へ
メール相談Eメールで mccoronasoudan@city.matsudo.chiba.jpへ

　新型コロナウイルスの影響による外出自粛などから、インター
ネット通販を利用する人が増えていますが、健康食品や
化粧品などを1回だけの「お試し」で購入したつもりが「定
期購入」になっていたというトラブルが増えています。

トラブルにあわないために
●注文時、最終確認画面などで「定期購入」が条件となっていないか確

認をしましょう
●解約や返品ができるかどうか確認しましょう
●契約条件が記載されている画面を印刷するなどして記録を残して

おきましょう
※通信販売にはクーリング・オフ制度を利用できません！注文する
際は、契約条件をしっかり確認しましょう。

個人向け総合相談窓口 事業者向け総合相談窓口（要予約）
　社会保険労務士や中小企業診断士などによる中小企業・小規模事業
者向けの各種助成金申請のサポートや、融資制度の紹介などを行いま
す。
時間10時～16時（土・日曜、祝・休日を除く）
会場松戸商工会議所会館2階（松戸駅下車）

電話で同会議所☎364－3111へ

●給付金の手続きに関する相談
松戸市特別定額給付金事務センター☎0120－537－095または050－5371－1779

消費生活センター☎365－6565（相談専用）厚生労働省の電話相談窓口☎0120－565653（9時～21時）

商工振興課☎711－6377

●配偶者などからの暴力を理由に避難している女性の相談
　配偶者や親族などからの暴力により住民票を移さずに松戸市に避難している女性は、
手続きを行えば特別定額給付金を受け取れる場合があります。まずはご相談ください。

子ども家庭相談課☎366－3955

特別定額給付金に関する相談

持続化給付金の申請をサポートします（要予約） 持続化給付金の申請をサポートします（要予約） 

行政書士による電話相談（要予約）
　遺言・相続手続きに関する相談や新型コロナウイ
ルス感染症に関する支援策の総合的な案内を受けら
れます。
相談日毎週火曜・金曜各13時～15時（祝・休日を除く）

電話で千葉県行政書士会東葛支部・伊
い さ

佐☎090－
2723－9754へ

　持続化給付金の申請は電子申請で受け付けていますが、電子申請の方法が分からない人、できない人に対して入力をサポートします。 
時間9時～17時　会場松戸市本町20の10ル・シーナビル6階（松戸駅下車）　持ち物同給付金ホームページからダウンロードできる申請補助
シート、筆記用具、申請時に必要な書類（同給付金ホームページ参照）　※会場にはコピー機がありません。印刷やコピーは事前にしてください。 

電話またはホームページで(電話予約の場合は会場番号「1207」を伝えてください）
会場受付専用ダイヤル☎0120－835－130(24時間自動音声)　会場電話予約窓口☎0570－077－866(9時～18時)
※新型コロナウイルス感染防止のため、事前予約なしでの来場はできません。

対象事業者
●市内に主たる事業所（本社）がある 
●令和2年3月31日以前から市内に小売店、飲食店等の

固定店舗（対面販売・接客を伴う）を開設し、今後も
１年以上事業を営む予定である 　※事務所のみの事
業者は対象外

●新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みを実施
し、今後も新しい生活様式に則って、業種別ガイド
ラインを参考に感染拡大の防止に取り組む　※千葉県
の休業要請対象業種は要請期間中に休業していること

申請期限8月31日㈪

対象事業者
●市内に主たる事業所（本社）がある 
●市内で2年以上継続して事業を営ん

でおり、今後１年以上事業を営む予
定である 

●雇用保険に加入している従業員数が
2～5人で、今後も雇用を維持する 

●この1年で事業者の都合による従業
員の解雇（リストラ等）をしていない

申請期限7月31日㈮

対象事業者 
●市内に事業所がある 
●令和2年2月29日以前から市内に店舗を開設して

いる 
●直近1カ月の売上高が前年同月と比較して20％

以上減少している
申請期限9月30日㈬ 

※それぞれの対象に当てはまる場合は、重複して申請可。　※交付決定額が予算額に達した時点で受け付けを終了する場合があります。
※交付には条件があります。申請方法などの詳細は、市ホームページをご覧いただくか、同課にお問い合わせください。 

持続化給付金
ホームページ

市ホームページ

中小法人・個人事業者のための

個人事業主一律5万円 1事業者一律10万円 売上回復に向けての事業の経費の一部（※）を
最大100万円まで補助　※経費ごとに上限
あり。各経費の5分の4を補助します。

「定期購入」に関するトラブルに
注意しましょう！

法人一律10万円

　スマートフォンの近接通信機能（B
ブ ル ー ト ゥ ー ス

luetooth）を利用して、同アプリに登録
している新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触（1m以内、15分以上）し
た可能性がある場合に、通知を受けとることができるアプリです。 利用者
が増えることで感染拡大の防止につながることが期待されます。ぜひご登録
ください。 
※詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

個人情報は守られます 
●どこで、いつ、誰と近接したかは互いにわかりません 
●氏名・連絡先などの個人情報や、GPSなどスマートフォンの

位置情報を使うことも、記録されることもありません 
●接触の履歴は14日後に自動的に消去されます 

新型コロナウイルス接触確認アプリ

C
コ コ ア

OCOAをご利用ください

厚生労働省
ホームページ



後期高齢者医療被保険者証（薄い青色）の有効期限は7月31日です後期高齢者医療被保険者証（薄い青色）の有効期限は7月31日です
国民健康保険課コールセンター☎712－0141、千葉県後期高齢者医療広域連合☎043－308－6768

国民年金保険料の免除申請を受け付けます
令和
2年度分

免除対象期間7月～2021（令和3）年6月　※過去2年分の申請も可。
申請受付窓口国民年金課・各支所・松戸年金事務所　※本人・配偶
者・世帯主の前年所得が不明な場合は、国民年金課で申請。
対象前年所得が右表の金額以下または失業により保険料を納めるこ
とが困難な、20歳～59歳の国民年金加入者
持ち物年金手帳・印鑑　※申請者・配偶者・世帯主が2018（平成
30）年12月31日以降に失業している場合は、雇用保険受給資格者
証、雇用保険被保険者離職票などの退職したことが分かる公的機関
の書類も。

国民健康保険被保険者証（紫色）と国民健康保険被保険者証（紫色）と
国民健康保険限度額適用認定証の国民健康保険限度額適用認定証の

有効期限は7月31日です有効期限は7月31日です

新しい国民健康保険被保険者証（オレンジ色）は7月末までに送付します
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため特定記録郵便で送付します。

８月以降の国民健康保険（国保）限度額適用認定証が必要な場合は、再度申請が必要です
受付開始7月13日㈪
対象世帯主（社会保険などに加入している世帯主を含む）と国保加入者全員分の所得申告が済んで
いて、申請日時点で国民健康保険料を滞納していない世帯
市ホームページでダウンロードできる申請書を郵送で、〒271－8588松戸市役所

国民健康保険課給付班へ　※申請書がダウンロードできない場合は、同課コールセン
ター☎712－0141にお問い合わせください。　※新型コロナウイルスの感染拡大に
よる確定申告期間延長に伴い、認定証の発行が遅れる場合があります。

保険料の算出方法

1人当たりの定額（均等割43,400円）+ 
所得に応じた額〔所得割=（総所得金額等
－基礎控除額33万円）×8.39%〕

※保険料の限度額は64万円。
※世帯の所得に応じ、均等割額が軽減され
る場合あり。

※これまで会社の健康保険など（国保・国保
組合は対象外）の加入者の被扶養者だった
人は、資格取得後2年間は均等割が5割軽
減され、所得割額は0円（負担なし）。

　新しい後期高齢者医療被保険者証（薄い黄土色）と保険料の通知書を7月中旬に発送します。
※後期高齢者医療被保険者証は簡易書留で発送します。有効開始日は8月1日です。

均等割の軽減率が変更されました
　75歳以上または障害認定を受けている65歳以上で、これまで8.5割軽減（月平均510円納付）となって
いた人は、今年度から7.75割軽減（月平均810円納付）に、8割軽減（月平均680円納付）となっていた人
は、7割軽減（月平均1,080円納付）に変わりました。
※特別徴収（年金からの引き落とし）の場合、10月の引き落とし額から変更されます。
保険料の納付方法
特別徴収・普通徴収（納付書または口座振替）があります。詳細は保険料の通知書をご覧ください。

免除対象となる所得の目安
扶養人数 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除

2人（例：配偶者・子） 127万円 154万円 194万円 234万円
1人（例：配偶者） 92万円 116万円 156万円 196万円
扶養なし 57万円 78万円 118万円 158万円

※本人だけでなく、配偶者や世帯主も各段階の免除基準に該当している必要があります。
※全額免除以外は、社会保険料控除額などを加味して審査を行うため、表の金額と異なる
場合があります。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入が大幅に減少した場
合は、一部の期間において臨時特例措置が適用される場合があります。

後期高齢者医療費保険制度にも医療機関窓口での自己負担限度額を軽減する制度があります

国民健康保険課コールセンター☎712－0141

　世帯全員が住民税非課税の人は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けられます。
※市町村民税課税所得が145万円以上690万円未満の人は、限度額適用認定証の交付が受けられます。
直接同課コールセンターまたは各支所へ

市ホームページ

7月上旬に
介護保険料額決定通知書介護保険料額決定通知書
兼特別徴収開始通知書兼特別徴収開始通知書 

を発送します

対象65歳以上で、現在介護保険料を特別徴収（年
金天引き）している人または8月・10月から特別
徴収に変更になる人
※介護保険料の納付方法は自分で選択できませ
ん。
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入が著し
く減少した人は、減免または徴収猶予になる場合
があります。詳細はお問い合わせください。
介護保険課☎366－7370

国民年金課☎366－7352

「交さ点　命のきけんが　かくれんぼ」
夏の交通安全運動期間7月10日㈮～19日㈰夏の交通安全運動期間7月10日㈮～19日㈰

重点目標
●子どもと高齢者の交通事故防止　●自転車の安全利用の推進
●後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底　●飲酒運転の根絶

市民安全課☎366－7341、松戸警察署☎369－0110、松戸東警察署☎349－0110

千葉県PRマスコット
キャラクター・チーバくん交通マナーを守りましょう

　千葉県は昨年の交通事故死亡者数が全国で最も多い「ワースト」でした。松戸市で
も、今年の死亡事故が7件（5月末時点）と多発しています。
　外出自粛などの影響で、人や車の流れが予想できない状況です。市民一人一人が交通
ルールを遵守し、正しい交通マナーを実践して、交通事故を防止しましょう。

　例年7月～8月に開放している屋外プール（運動公園・
新松戸・東部スポーツパーク）は、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため7月の利用を休止します。8月の利用は
決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。
スポーツ課☎703－0601、東部スポーツパーク☎391
－0944

7月は屋外市営プールを
休止します

市ホームページ
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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。



令和2年度の夏休み親子ごみツアー
（施設見学）は中止します

廃棄物対策課☎704－2010

令和2年度の松戸市消防団夏季特別訓
練大会は中止します
消防総務課☎363－1116

クリーンセンター温水プール回数券
を払い戻します

　3/22㈰に営業を終了したクリーン
センター温水プールの回数券を払い戻
します持回数券、口座情報（金融機関
名・口座番号・口座名義など）、認め印
申9/30㈬までに、同センター（☎385
－7100）に電話連絡の上、本人（未成
年の場合は保護者）が同センター体育
事務室（月曜休館。月曜が祝・休日の場
合は開館し、翌平日休館）へ　※1人当
たりの上限枚数あり 同センター同事
務室☎385－7100

7/26㈰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!!」の振替公演は
中止になりました
受付期間現金での払い戻し7/31㈮まで
振り込みでの払い戻し8/31㈪〔消印有効〕
まで　※詳細は森のホール
21ホームページをご覧くだ
さい 同チケットセンター
☎384－3331 

「抱っこd
で
eシネマ」のプレゼントチケット

の有効期間を9/30㈬まで延長します
　ユナイテッド・ シネマテラスモール
松戸で開催していた特別上映「抱っこ
deシネマ」は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、現在も上映を中止して
います。それに伴い、市の企画でプレゼ
ントしたチケットの有効期間を延長し
ます。チケットは通常興行でも利用で
きます（特別興行作品、I

アイマックス

MAX、4
フォーディエックス

D X、
S
ス ク リ ー ン エ ッ ク ス

CREENXを除く）。
詳細は市ホームページを
ご覧ください 子ども政
策課☎704－4007
 
引き続き衣類・布類のごみ出しを控えて
ください

　新型コロナウイルスの影響で、布類
のリサイクル業務が停止しています。
当面の間、各家庭で保管するようにご
協力をお願いします 廃棄物対策課☎
704－2010

7月は「社会を明るくする運動」強調月間
　犯罪や非行をした人の立ち直りにつ
いてみんなで考え、犯罪や非行が起き
ない社会をつくろうという、全国的な
運動です。みんなで社会を明るくしま
しょう！　※例年行っている講演会と
コンサートは新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止します 同運動松
戸地区推進委員会事務局（地域福祉課
内）☎366－3019

都市計画変更案の概要縦覧・公聴会
縦覧期間 7/15㈬まで（平日のみ）内用
途地域および高度地区の変更案の概要

（旧市立病院跡地）縦覧場所都市計画課
公聴会 8/8㈯14時から会明市民セン
ター対市内在住公述の申込方法7/15㈬

〔消印有効〕までに、公述申出書に意見
の要旨を記入して郵送または直接同課
へ　※公述申出がない場合は、公聴会
は中止 同課☎366－7372

狂犬病予防注射の接種期間を12/31㈭
まで延長します
環境保全課☎366－7336

文化ホール（展示）の使用受け付け
日7/8㈬ 10時 30分 か ら会同 ホ ール
区画の種類市民ホール（300㎡）、ギャ
ラリー1～3（各150㎡）使用期間10/1
㈭～12/27㈰持使用料、社会教育関係
団体登録証（該当団体のみ）　※新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため、抽
選会の参加は各団体2人まで 生涯学
習推進課☎367－7810

原爆被爆者に見舞金を支給します
受付期限7/20㈪対2020（R2）/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
けている人支給金額年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
どを確認できる物の写しを直接または
郵送で〒271－8588松戸市役所　地
域福祉課（☎366－3019）へ

明るい選挙啓発①ポスター②標語作
品を募集
テーマ①明るい選挙の推進②きれいな
選挙の推進または棄権防止の呼びかけ
募集要件①四ツ切、八ツ切またはそれ
に準じる大きさの画用紙で、1人1点ま
で（描画材料は自由）②1点20字以内
で1人2点まで 共通 応募資格市内在住・
在学の小学～高校生申9/11㈮〔必着〕
までに、市内在学の場合は各学校に、
市外在学の場合は直接または郵送で
〒271－8588松戸市役所　市選挙管
理委員会事務局（☎366－7386）へ

環境審議会公募委員募集
委嘱期間10/1～2022（R4）9/30募集
人数2人以内（選考あり）応募要件他の公
募委員を務めていない市内在住の20歳
以上申8/5㈬〔必着〕までに、「環境へ
の負荷の少ない社会の形成に向けた
取り組み」など環境に関するレポート

（1,000字程度、書式自由）と、件名「公
募委員応募」・住所・氏名・年齢・電話
番号を記入して、郵送またはEメールで
〒271－8588松戸市役所　環境政策課

mckankyou@c i ty .matsudo .
chiba.jp（☎366－7089）へ　※レポー
トは返却不可

「みどり香るまちづくり」企画コンテスト
応募要件かおりの樹木・草花など（原
則総計30本以上）を使用し、今後実施
を想定し、植栽場所を確保している

（既に実施している場合は植え替えや
拡大などを想定している）事業募集期間
9/18㈮まで　※詳細は環境省ホーム
ページをご覧ください 環境省水・大
気環境局大気生活環境室みどり香るま
ちづくり担当☎03－5521－8299

7月の松戸競輪開催日程
本場開催16㈭～18㈯（FⅠナイター）
場外開催2㈭～5㈰小松島記念（GⅢ）、2
㈭～4㈯宇都宮（FⅠ）、10㈮～12㈰静
岡（FⅠ）・ いわき平（サマーナイトフェ
スティバルGⅡナイター）、16㈭～18㈯
富山（FⅠ）、18㈯～21㈫弥彦記念（G
Ⅲ）、22㈬～24㈷岐阜（FⅠ）、23㈷～
26㈰福井記念（GⅢ）、30㈭～8/2㈰
富山記念（GⅢ）、31㈮～8/2㈰玉野（F
Ⅰナイター）・平塚（FⅡナイター） 公
営競技事務所☎362－2181

千葉県動物愛護センターの動物愛護
事業
内犬のしつけ方教室、一般譲渡会 同
センター東葛飾支所☎04－7191－
0050

㈱セブン-イレブン・ジャパン「シニア
お仕事説明会」

　市と協定を結び、高齢者の見守りの
推進や雇用促進などを行う同社が、店
舗で行うレジ接客などの仕事説明会を
開催します日①7/7㈫②7/14㈫各10
時～11時30分会①明②馬橋各市民セ
ンター対おおむね60歳以上定各先着
10人申電話で高齢者支援課☎366－
7346へ

移動暴力相談所
日7/8㈬10時～16時会東葛飾地域振
興事務所（市役所向かい） （公財）千
葉県暴力団追放県民会議☎043－254
－8930

住宅リフォーム①相談②市民講座
日7/11㈯①10時～13時、14時～16時
②13時～14時会小金原市民センター

松戸住宅リフォーム相談員協議会
☎365－5252

NPO・市民活動よろず相談室「パッと
目を引くチラシの作り方～今すぐ実
践に活かせるポイント教えます～」
日7/21㈫13時30分～15時30分会新
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対NPO
や市民活動の広報に関わっている人
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

【オンライン講座】仲間を広げる！活気
あふれるチームづくり「コミュニティ
を立ち上げるためのはじめの一歩」
日7/25㈯10時～12時30分講コミュ
ニティマネジメント認定インストラク
ター・高安千穂氏対NPOや市民活動の
運営に携わっている人定先着15人申
電話またはEメールでまつど市民活動
サポートセンター☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-sc.comへ

市ホームページ

同ホームページ

事業者向け相談窓口☎0570－000930、消費者向け相談窓口☎0570－
080180、廃棄物対策課☎704－2010

　海洋プラスチック問題や地球温暖化などの解決に向けた第一歩として、
全国でプラスチック製買い物袋（レジ袋）の有料化が始まりました。これ
をきっかけに、普段何気なく使っているレジ袋などの使い捨てプラス
チックが本当に必要かを考え、私たちのライフスタイルを見直していき
ましょう。

対象となる事業者プラスチック製買い物袋を扱う小売業を
営むすべての事業者
対象となる買い物袋購入した商品を持ち運ぶために用いる、
持ち手のついたプラスチック製買い物袋
※詳細は経済産業省ホームページをご覧ください。 同省

ホームページ

講座・講演・催し

 日程 地区 会場 傍聴申し込み先 申込締切日
7/14㈫ 小金原 小金原市民センター 小金原支所☎344－4151 7/  9㈭
7/21㈫ 馬橋西 馬橋市民センター 新松戸支所☎343－5111 7/15㈬7/22㈬ 明第2東 明市民センター 市民自治課☎366－73187/31㈮ 明第2西 古ケ崎市民センター 7/22㈬
8/  4㈫ 東部 東部スポーツパーク 東部支所☎392－3061 7/29㈬

※上記以外の10地区は、10月から11月までに開催予定です。

市などからのお知らせをお伝えするコーナーです。協働 は協働事業です。
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物
…費用（記載がないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先　

教育委員会会議
日7/9㈭14時 か ら会京 葉 ガ スF松 戸
ビ ル5階 会 議 室（傍 聴 は13時30分 か
ら 受 け 付 け ） 教 育 企 画 課 ☎366－
7455 

障害者計画推進協議会（策定部会）
日7/9㈭18時30分～20時30分会市役
所新館7階大会議室傍聴定員先着10人

（18時15分まで受け付け） 障害福祉
課☎366－7348、 366－7613　

広報まつど6月15日号のおわびと訂正
　3面「財政事情」の下水道事業債の金額に誤りがありました。おわびして
訂正します。

正499億8,975万1千円　誤508億755万1千円
※これに伴い、企業会計の合計額が756億2,269万9千円、地方債の現在
高が1,924億731万1千円となります。

財政課☎366－7076

地区意見交換会
　各地区で開催され、町会・自治会長の皆さんと市長が懇談します。傍聴を希望す
る人は、お申し込みください
時間各14時から申各締め切り日までに、電話で各傍聴申し込み先へ

お知らせ

会議

広報まつど　2020（令和2）年7月1日
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　松戸市は人口40,433人からスタートして、市制施行77
年目の今年度は、50万人到達が間近になってきました。
ここでは、市の人口が増えてきた状況や動きなどをグラ
フで振り返ります。

広報広聴課シティプロモーション担当室☎366－7320

松戸市公式ホームページの妖精
「まつまつ」

※まつまつの詳細は8面参照。

〔2020（令和2）年6月1日現在〕〔2020（令和2）年6月1日現在〕
※住民基本台帳の登録数に基づき※住民基本台帳の登録数に基づき
集計した人口です。集計した人口です。

人口50万人への道のり
　松戸市には、生活都市としての利便性を求めるだけでなく、緑や自然などに心の癒しを求める人たちが増えています。
　交通の利便性が高い松戸市の人口動態の特徴として、東京に通勤・通学する人たちの生活都市という街の性格に変化は
なく、転入も転出も変わらず多い状態が続いています。

　2015（平成27）年以降、松戸市には年間
27,000人前後が転入し、24,000人前後
が転出しています。また、2019年には、
3,584人の命が誕生し、4,569人の方が亡
くなられています。このような転入・転出
が多い中、市ではなお一層、地域のつなが
りや人と人とのつながりを大切にするまち
であり続けたいと考えています。

　松戸市では、さまざまな環境の中で、幅広い世代の人が暮らしています。多様な価値観を持った人
たちがお互いを認め合い、助け合うことで、多様性を大切にしたやさしい社会が生まれています。

転入・転出の動きをみてみよう

●近年の人口動態（自然増減と社会移動）

　現在、日本だけではなく、松戸市においても、65歳以上の人口が増加しています。生産年齢人
口が減り、高齢化が進むことで、税収の減少や医療福祉のニーズが高まり、収入と支出の両面で
市の財政状況は一層厳しくなると考えられます。
　この問題を解決するためにも、「東京に近く緑も多く住みやすい」「子育てしやすい」という松戸
のポテンシャルを生かし、子育て世帯などの若い世代が松戸を選び、高齢者とともに安心して住
み続けていけるための施策に力を入れています。

　市内の在留外国人は17,352人で、市民の約
34人に１人は外国人です。

●松戸市の年齢階層別人口

カウントダウン開始！
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住民基本台帳人口（令和元年12月末日）
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いるかな？
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自然増減数（出生数ー死亡数）は、減少傾向が続いています。
社会増減数（転入数ー転出数）は、震災後に一時的に減少しまし
たが、現在は増加傾向が続いています。
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1960（昭和35）年以
降、鉄道の開通や常
盤平団地・小金原団
地などの大規模団地
の造成が始まりまし
た。毎年1万人以上
の人口増加がみら
れ、1968（昭和43）
年には人口20万人を
突破しました。

昭和50年代に入り、
人口急増は落ち着き
始めましたが、小・
中学校のプレハブ教
室の解消や排水路の
整備、市民センター・
クリーンセンターの建
設、松戸駅周辺などの
整備が行われ、1989
年には人口45万人を
突破しました。

常住人口（各年10月1日現在）

昭和18年から35年の
17年間は、

年平均約2,700人増

昭和35年から平成2年の
30年間は、

年平均約12,000人増

平成2年から令和元年の
29年間は、

年平均約1,250人増
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472,579
464,841461,503456,210

427,473

400,863

344,558

253,591

160,001

86,372
68,363

52,531
43,33240,433

関東で50万人以上の
都市（特別区を除く）って

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、
人口動態及び世帯数（平成31年1月1日現在）」
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埼玉

宇都宮市　522,688人

川口市　603,838人

相模原市　718,367人

★

市制施行

S35S35

1969（昭和44）年・
1970（昭和45）年は年
間2万人以上の人が増
えました。そして、学
校建設・道路整備・環
境衛生施設を整備し、
交通網が充実してきま
した（現在では、6路
線23駅の鉄道網が整
備されています）。

1943(昭和18)年、東葛飾郡
の松戸町・高木村・馬橋村が
合併し、松戸市が誕生しまし
た(人口40,433人)。その
後、1955（昭和30)年に旧小
金町の大部分が編入されたの
をはじめ、他地区の編入など
により1959（昭和34)年にか
けて、徐々に人口が増えてい
きました。

緩やかな人口増を続ける中、1993
(平成5)年に市制施行50周年を迎
え、21世紀の森と広場・博物館・森
のホール21が完成しました。2004
(平成16)年には、市民活動の支援・
発展を目的としてまつど市民活動サ
ポートセンターが開設。2016(平成
28)年には29年ぶりの新設小学校「東
松戸小学校」が開校し、2017(平成
29)年には市内全23駅の駅前・駅中
に小規模保育施設が整備されるな
ど、子育て
環境も充実
してきまし
た。
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さいたま市　1,302,256人
3位

7位

八王子市　562,460人
8位

5位

松戸市 496,571人
10位

千葉市　970,049人

船橋市　639,598人

川崎市　1,500,460人

横浜市　3,745,796人

4位

6位
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1位
（年）

（人）

（年）H2H2

492,671

●松戸市の人口増の状況

松戸市もめざせ仲間入り！

　都心に近く緑あふれる松戸市は、市民や事業者の皆さんだけでなく、松戸
を応援してくださる国内外の皆さんに支えられてきました。そして、さまざ
まな苦難を乗り越え、「誇れるまち」「地域力の強いまち」「皆で支え合うやさし
いまち」として、これまで成長してきました。

特別記念企画
「50万人到達予想クイズ＆お祝いメッセージ」
募集の記事を8面に掲載しています

松戸市民が誇れるまち
「やさシティ、まつど。」
　松戸で暮らし、活動する皆さんに
とって、それぞれの力が十分に発揮
できる機会が増える
よう、これからも住
み続けたいと思える
まちづくりを進めて
いきます。

※住民基本台帳法の一部改正（平成24年7月）に伴い、データの連続性を確保するため、上記のグラフでは住民基本台帳人口ではなく、常住人口を用いています。

年齢別・国籍別にみてみよう
●国籍別人数

中国
7,536 人 

その他
1,882 人

ベトナム
2,492 人 

フィリピン
 1,751 人

韓国 1,579 人

モンゴル 209 人
インドネシア 272人
台湾 286人
スリランカ 287人
タイ 340人
ネパール 718人

中国
7,536 人 

その他
1,882 人

ベトナム
2,492 人 

フィリピン
 1,751 人

韓国 1,579 人

住民基本台帳人口（令和元年12月末日現在）

住民基本台帳人口（令和元年12月末日現在）

〔常住人口（各年12月1日現在）〕

〔2020（令和2）年6月1日現在〕
※住民基本台帳の登録数に基づき
集計した人口です。
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であり続けたいと考えています。

　松戸市では、さまざまな環境の中で、幅広い世代の人が暮らしています。多様な価値観を持った人
たちがお互いを認め合い、助け合うことで、多様性を大切にしたやさしい社会が生まれています。

転入・転出の動きをみてみよう

●近年の人口動態（自然増減と社会移動）

　現在、日本だけではなく、松戸市においても、65歳以上の人口が増加しています。生産年齢人
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のポテンシャルを生かし、子育て世帯などの若い世代が松戸を選び、高齢者とともに安心して住
み続けていけるための施策に力を入れています。

　市内の在留外国人は17,352人で、市民の約
34人に１人は外国人です。
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たが、現在は増加傾向が続いています。
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盤平団地・小金原団
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た。毎年1万人以上
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れ、1968（昭和43）
年には人口20万人を
突破しました。

昭和50年代に入り、
人口急増は落ち着き
始めましたが、小・
中学校のプレハブ教
室の解消や排水路の
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境衛生施設を整備し、
交通網が充実してきま
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線23駅の鉄道網が整
備されています）。

1943(昭和18)年、東葛飾郡
の松戸町・高木村・馬橋村が
合併し、松戸市が誕生しまし
た(人口40,433人)。その
後、1955（昭和30)年に旧小
金町の大部分が編入されたの
をはじめ、他地区の編入など
により1959（昭和34)年にか
けて、徐々に人口が増えてい
きました。

緩やかな人口増を続ける中、1993
(平成5)年に市制施行50周年を迎
え、21世紀の森と広場・博物館・森
のホール21が完成しました。2004
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28)年には29年ぶりの新設小学校「東
松戸小学校」が開校し、2017(平成
29)年には市内全23駅の駅前・駅中
に小規模保育施設が整備されるな
ど、子育て
環境も充実
してきまし
た。

9位

さいたま市　1,302,256人
3位

7位

八王子市　562,460人
8位

5位

松戸市 496,571人
10位

千葉市　970,049人

船橋市　639,598人

川崎市　1,500,460人

横浜市　3,745,796人

4位

6位

2位

1位
（年）

（人）

（年）H2H2

492,671

●松戸市の人口増の状況

松戸市もめざせ仲間入り！

　都心に近く緑あふれる松戸市は、市民や事業者の皆さんだけでなく、松戸
を応援してくださる国内外の皆さんに支えられてきました。そして、さまざ
まな苦難を乗り越え、「誇れるまち」「地域力の強いまち」「皆で支え合うやさし
いまち」として、これまで成長してきました。

特別記念企画
「50万人到達予想クイズ＆お祝いメッセージ」
募集の記事を8面に掲載しています

松戸市民が誇れるまち
「やさシティ、まつど。」
　松戸で暮らし、活動する皆さんに
とって、それぞれの力が十分に発揮
できる機会が増える
よう、これからも住
み続けたいと思える
まちづくりを進めて
いきます。

※住民基本台帳法の一部改正（平成24年7月）に伴い、データの連続性を確保するため、上記のグラフでは住民基本台帳人口ではなく、常住人口を用いています。
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※住民基本台帳の登録数に基づき
集計した人口です。
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5050万人到達予想クイズ万人到達予想クイズ&&お祝いメッセージ募集お祝いメッセージ募集
広報広聴課シティプロモーション担当室☎366－7320

切手

〒271－8588
松戸市役所
広報広聴課シティプロモーション担当室行

特別記念特別記念
企画企画

①初めて50万人に到達する年月日を当ててく
ださい
答え：○年○月○日

②あなたの松戸自慢は
〇〇（例：コアラ柄のマンホールがある）
※その理由もご記入ください。

（例：全国でもコアラ柄は少ないと思うから）

応募者情報
住所・氏名・年代（例：10歳未満、40歳代）を
ご記入ください

③はがきの裏面いっぱいを使って、お祝い
メッセージ・イラストを自由に記入して
ください

応募者の中から抽選で記念品をプレゼントします！
●やさシティ賞(応募者から抽選)＝50人
●50万人記念賞(クイズ正解者から抽選)＝10人
●グッドメッセージ賞（ステキなデザインのメッセージを送ってくれた人）＝5人
※抽選の対象は①②③全ての記入をしている人です。
※応募の際に得た個人情報は、賞品の発送のみに使用します。
※当選者の発表は、プレゼントの発送をもって代えます。　
※発送は、50万人達成以降に発行予定の「広報まつど50万人到達特集号」　

発行日以降になります。
7月31日㈮〔消印有効〕までに、はがきに下図のとおり記入して、

〒271－8588松戸市役所　広報広聴課シティプロモーション担当室へ

①50万人到達予想クイズ
　初めて50万人に到達する年月日を予想してください。

50万人到達に関連した企画として50万人到達に関連した企画として①50万人到達予想クイズ②松戸市ゆかりの人・松戸自慢③お祝いメッセージを募集します。

「まつまつ」って誰？

記入要領

広報まつどでも
いろいろな情報を
伝えていくよ！

これからよろしくね！

子ども向けサイト
「まつどKIDS」

年月日 人口
2020/1/1 498,473人

2/1 498,359人
3/1 498,375人
4/1 498,994人
5/1 499,307人
6/1 499,228人

〇年〇月〇日 500,000人

… …

2020年の月ごとの人口推移
（住民基本台帳の登録数に基づき集計した人口）

②松戸市ゆかりの人・松戸自慢
　「実はまだあまり知られていないのでは?」とあな
たが思う松戸市ゆかりの人または松戸自慢を募集し
ます。松戸市出身で市内外・国内外で活躍している
人、自慢の場所、物、動植物などを記入してください。
※選んだ理由がある場合はその理由もご記入ください。

③お祝いメッセージ（イラスト）
　50万人に到達する松戸市へお祝いメッセージ（イ
ラスト）を記入してください。メッセージは市ホーム
ページで紹介する他、市のイベントや広報媒体、宣伝
に利用させていただきます。

はがき（表）

はがき（裏）

募 集 内 容

月ごとの人口推移（下表）
を参考にしながら予想し
てみてね。みんなからの
応募を待ってるよ！

果たして50万人に
到達するのは
何年何月何日⁉

広報まつど　2020（令和2）年7月1日８

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。

例

はがき（裏）はがき（表）

小野遺跡
－古代の松戸を知る遺跡－

市立博物館学芸員による

問市立博物館☎384－8181

　小野遺跡は胡録台にある奈良・平安時代の遺跡です。1992（平成4）年の発掘調査で、非常に注目された2つの発見
がありました。
　一つ目は、古代の役人の身分を表す腰

よ う た い

帯（ベルト）に付けられた帯
お び か な ぐ

金具です。この帯金具は官位が六位以下の役人が
用いたものでした。この時代の遺跡から１、２点発見されることはありますが、一帯分が発見されることは大変珍し
く、現在でも小野遺跡を含め、全国で数例しかありません。市川市に下総国府（市川市国府台にあった国の役所）があっ
たことから、おそらくそこで働く役人が身に着けていたものと思われます。帯金具と一緒に金属加工に関係する工具
も発見されました。そのため小野遺跡は腰帯の補修などを行った場所だった
と考えられます。
　二つ目は、「石世」と墨で書かれた土器（墨

ぼ く し ょ

書土器）です。石世は、「いわせ」と
読むことができます。小野遺跡周辺は1889（明治22）年までは「岩瀬村」と
呼ばれていたので、この地名の起源が古代（約1,200年前）までさかのぼる可
能性がある、貴重な発見でした。
　ここで紹介した帯金具と墨書土器は市立博物館の総合展示室で観ることが
できます。

　松戸市公式ホームページでさまざまな情報
を伝えることに使命を感じている妖精です。
　今回、人口50万人到達を前に、お祝いのため
にホームページを飛び出してきました！
　市ホームページ内の子ども向けサイト「まつ
どK

キ ッ ズ

IDS」には「まつまつのいえ」が !?
広報広聴課☎366－7320

墨書土器「石
い わ せ

世」

帯金具

　7面「松戸の歴史解説　松戸と徳川将軍の御鹿狩」内、「御鹿狩」
のふりがなに誤りがありました。おわびして訂正します。 

正おししがり　誤おしかがり 
※9月26日㈯～11月15日㈰に「松戸と徳川将軍の御鹿狩」展を市
立博物館で開催します。ご期待ください！ 

広報まつど6月15日号のおわびと訂正



広報まつど　2020（令和2）年7月1日 9

同ダイヤル☎0120－415－111〔9時～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕　※左記がつながらないときは☎0570－200－613へ

自らの経験やスキルを地域に役立てたい人
ボランティアの支援を受けたい地域団体を募集します！

介護予防把握のための
市民アンケート調査

　今後の要介護リスクの把握や介護予防の啓発活動に役立
てるためのアンケートです（7月下旬〜8月に対象者宅に送
付します）。自身の状態をチェックする良い機会にもなり
ますので、ぜひご協力ください。
65歳到達者に対する調査
目的介護予防の普及、地域包括支援センターの周知など
対象2019（平成31）年4月1日〜2020（令和2）年3月31日
の間に65歳になった、要介護・要支援認定などを受けて
いない市内在住の人
75歳到達者に対する調査
目的心身の状態、生活状況、閉じこもりリスクの把握など
対象市内在住で、2019（平成31）年3月1日〜2020（令和2）年
2月29日の間に75歳になった、要介護・要支援認定などを
受けていない人

　仕事や学業で培った経験やスキルを持ったボランティア「プロボノワー
カー」と、その支援を受けて介護予防の「通いの場」などの活動を発展させたい
地域団体の募集に伴い、その概要や参加方法などを解説する説明会を開催し
ます。
日時7月18日㈯10時〜11時30分
会場市民会館　※詳細は申し込み後にご案内します。
プロボノワーカーによる支援の例団体活動の講師、チラシやSNSによる広報
活動、スマートフォン・タブレットなどを活用した業務・運営の効率化など
定員先着30人
NPOサービスグラント（☎03－6419－4021）ホームページの

申し込みフォームで　※説明会に参加せずにプロボノMATSUDO	
2020に参加することもできます。

松戸市いきいきメールに松戸市いきいきメールに
ご登録くださいご登録ください

　市では、高齢者とその家族や認知症サポーター
「オレンジ声かけ隊」向けに、松戸市いきいきメー
ルを配信しています。ぜひご登録ください。
登録方法市ホームページで 市ホームページ

高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343

高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343

高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343

ご協力
ください！

 〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

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

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

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
診療所など）を案内〕。

救急医療体制  ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

要申込

後期高齢者健康診査を無料で受診できます
受診期間2021（令和3）年3月31日まで　対象千葉県後期高齢者医療制度加入者
持ち物千葉県後期高齢者医療被保険者証、受診券（きみどり色）
直接または電話で受診券に同封の一覧に記載された市内委託医療機関へ
国民健康保険課コールセンター☎712－0141

がん検診のお知らせ　 健康推進課☎366－7487
●肺がん・大腸がんの7月の集団検診は中止します。9月から予約制に変更して再開

する予定です
　詳細は広報まつど8月15日号でお知らせします。
●子宮頸がん集団検診（後期分）の新規申し込みは、10月開始予定です
●医療機関での各種がん検診は実施しています
　各医療機関に問い合わせ後に受診してください。

胃がん・骨粗しょう症の集団検診の申し込みを
7月1日から再開します
●胃がん（集団）検診
検診期間10月〜2021（令和3）年2月　会場各保健福祉センター（中央・小金・常盤平）、
各市民センター（古ケ崎・新松戸・常盤平・馬橋・六実・小金原）、松戸運動公園、総
合福祉会館、東部スポーツパーク　※常盤平保健福祉センター、新松戸・小金原市民
センターは定員に達しているため、令和2年度の申し込みは行いません。
検査方法バリウム検査　対象2021（令和3）年3月31日時点で40歳以上の人　※50歳
以上の偶数年齢の人は内視鏡検査（医療機関で実施）かバリウム検査（集団検診）を選択
できます。　検診日程通知の発送時期8月までに申し込んだ人は9月下旬頃、9月〜
11月に申し込んだ人は12月下旬頃
●骨粗しょう症検診
検診日程10月①9日㈮②20日㈫③26日㈪④2021（令和3）年1月23日㈯　会場各保健
福祉センター（①小金②④中央③常盤平）　検査方法手指のX線検査　対象2021（令和
3）年3月31日時点で35・40・45・50・55・60・65・70歳の女性　※妊娠中、
妊娠している可能性がある人、骨粗しょう症で治療中の人を除く。
検診日程通知の発送時期8月中に申し込んだ人は9月上旬頃
共通持ち物2020（令和2）年の特定健康診査等受診券または松戸市健康診査共通受診券
（きみどり色）　費用500円（千葉県後期高齢者医療被保険者証保有者、生活保護世帯、
市民税非課税世帯は無料）
11月30日㈪までに、直接市役所・各支所の市民健康相談室またはちば電子申請

サービス、電話で健康推進課☎366－7487へ
※2020（令和2）年度に実施する集団健（検）診は、新型コロナウイルスの感染対策のた
め、人数制限や受付時間の変更など、例年と異なる方法で実施します。希望に沿えな
い場合がありますので、ご了承ください。

健康ファイル
要申込

要申込

要申込

申し込みフォーム

まつど健康マイレージ付与…

15

15

15

※2019（令和元）年7月の
調査結果報告書を市ホー
ムページに掲載していま
すのでご覧く
ださい。

プロボノMATSUDO2020説明会
～プロボノって何？ 

仕事や学業の経験を活かした 
地域貢献を考えよう～

内容
高齢者とその家族向け高齢者が参加できるイベント情報や、
日常生活での健康や介護予防に関する情報を配信します。
オレンジ声かけ隊向け隊員向けの研修会やあんしん一声
運動、行方不明高齢者の情報などを配信します。

市ホームページ

アンケートで希望すると、
見守りを受けることがで
きます

　民生委員や地域包括支
援センターによる見守り
支援を行います。



市民劇場
☎368−0070   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。　開館状況などは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。

●グラウンド・ゴルフ教室
7/19㈰9:00～12:00　会場東漸寺本堂
裏広場（駐車場使用不可）　定員先着50
人　問堀☎344－1735◆ピアノ発表会

7/5㈰17:00問笹田☎364－1424
◆百

ひゃく

雀
じゃくかい

会松戸舞踊会
7/11㈯12:00問たくみ☎090－5404－
9530

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※マスク着用。
※申し込みは当日会場で。
※●はスポーツ推進委員主催。

●ソフトバレ－ボ－ル教室
7/5㈰9:00～11:00　会場常盤平体育館
問小暮☎090－4012－7686
●ヘルスバレ－ボ－ル・ボッチャ教室
7/18㈯19:00～21:00　会場東部スポ－
ツパ－ク　問岩下☎090－5531－8004
●スポレク祭（小金原地区）
7/19㈰9:00～13:00　会場小金原体育
館内容カロ－リング・ボッチャ・卓球　
問市村☎342－6190

森のホール21 チケットセンター
☎384−3331

受付時間…10:00～19:00
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）

　公演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。

市民会館
☎368−1237

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）
※駐車場は大変混雑いたします。電車・バスをご利用ください。
※有料公演については、チケットが完売している場合があります。

  森のホール21　今月の催し物　　 ☎384−5050

日時 内容（★は有料） 問い合わせ
小
ホ
ー
ル

23㈷ 14:30 礒山久
ひ さ り

理ピアノ教室発表会 礒山☎331－6303

青少年会館イベント青少年会館イベント　　

夏の青少年教室
教室名 日時 会場 講師 対象（市内在住・在学） 定員（抽選） 費用 締切日

沖縄三線を奏でよう☆
〔全3回〕

7/23㈷～25㈯各10:00
～11:30 馬橋市民センター 沖縄三線奏者・

宮里英克氏 小学4年～中学生 10人 無料 7/12 ㈰

カヌーに乗って江戸川探検 8/2 ㈰ 9:30～12:30
〔荒天中止〕

江戸川河川敷
（上葛飾橋下）

NPO 松戸市カヌー
協会

小学3年～中学生（小学生は要保
護者同伴、保護者も体験希望の場
合は応募時に氏名・性別を記入）

40人 2,000円

7/21 ㈫レジンでキーホルダーを
つくろう

8/3㈪ 🄰10:00～11:30
         🄱13:00～14:30 青少年会館 早見雅美氏 小学2年～6年生 🄰B各回

20人 300円

セミの羽化を観察しよう 8/4 ㈫ 18:30～20:00
〔雨天時8/5㈬に延期〕

新松戸市民セン
ター、新松戸中
央公園

高校講師・小野梢氏 小学生と保護者 10組 無料

高校生先生の「心を学び　
形を磨く～小笠原流礼法か
ら学ぶ（入門・体験）～」

8/5㈬10：00～11：30 聖徳大学附属女子
高校　 同校礼法部 小・中学生 10人 無料

7/26 ㈰

レザークラフト体験
～お財布とミニチャームを
作ってみよう！～

8/5㈬14：00～16：30 文化ホール ももはら靴工房・
桃原佐和氏 小学生 15人 1,000円

つまみ細工でマグネット
教室 8/6㈭14：00～15：30 文化ホール つまみかんざし彩野・

藤井彩野氏
小学2年～中学生
（小学3年以下は保護者同伴） 20人 300円

ボタンプログラミングカー
を作ろう 8/7㈮13：00～16：30 青少年会館 松戸ボランティアの会 小学3年～中学生 20人 1,000円

シールでつくるステンドグ
ラス風小物入れ 8/8㈯10:00～11:30 ゆうまつど

リュミエールコラジ
スト講師・
椎名裕子氏

小学2年～6年生 20人 300円

7/29 ㈬
楽しい電気工作教室
～電気回路を組み立てて、
光と音を奏でよう♪～

8/9㈰14:00～16:00 青少年会館 元社会教育指導員・
竹内光生氏 小学3年～中学生 20人 500円

各講座の締め切り日〔必着〕までに、ちば電子申請サービスまたは直接（はがき
持参）、往復はがきに教室名・住所・氏名（ふりがな）・性別・学校名・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。 ちば電子申請サービス

要申込

要申込

①20XX年ある銀河からの帰還
 　　〜宇宙船間でのリモート通信で未知なる謎を解き明かせ〜
　宇宙に飛び立つ若者たち。そこに迫る未知なる危機⁉離ればなれに
なった仲間たちと力を合わせ、地球に帰還せよ！
日時7月26日㈰14時～16時30分　定員30人（抽選）

②小学生向けイベント企画者募集
　8月23日㈰に実施する小学生向けイベントの企画・運営者を募集し
ます。
日程8月23日㈰　※この他に8月中に3回打ち合わせを行う予定です。
定員15人（抽選）

共通会場青少年会館　対象中学生～29歳（市内在住・在学・在勤優先）
講師CHIEの輪代表・阿部剛氏　費用無料
①7月20日㈪②8月17日㈪〔必着〕までに、ちば電子申請サービス、Eメー

ルまたは往復はがきに「①脱出のみ」「②企画のみ」「①②と
もに参加」のいずれか（Eメールの場合は件名に記載）・住
所・氏名（ふりがな）・性別・年齢・電話番号を記入して、
〒270－0035松戸市新松戸南2の2　青少年会館
mckozas@city.matsudo.chiba.jp（☎344－8556）へ

ちば電子申請
サービス ロングステイ・プログラム2018のイベントで

の一幕（写真：川島彩
あ や み
水）

問（一社）P
ペ ア

AIR☎364－8832、
　 文化観光国際課☎366－7327

作品が飾られた廊下（写真：加藤甫
はじめ
）

　PARADISE AIRは 国 内 外
アーティストの滞在制作を
受け入れています。 真っ赤
なじゅうたんが印象的な廊
下は、作品を展示したり地域
の人たちとアーティストが
交流するイベント会場にし
たりと、さまざまな用途で使
われています。
　現在は、新型コロナウイル
スの影響でアーティストの
招待を制限していますが、収
束後はオープンスタジオな
どの開催を予定しています。

お部屋探訪　
P
パ ラ ダ イ ス

ARADISE A
エ ア

IR
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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

◆パソコン初心者講習「基本操作とお知ら
せづくり」
日8/31㈪までの希望日の10時～12時、
13時～15時、15時～17時、18時～20時
会NPO快適IT空間・松戸教室（市民劇場
向かい）定各回1人費2,000円申電話で
同NPO・石井☎703－7284へ
●ディスクゴルフ体験会
日7/4㈯、8/1㈯13時～15時会千駄堀
スポーツ広場定先着15人問新井 arai@
jiritsufc.com
◆オンライン開催「ひとり親応援フェスタ」
日7/5㈰10時～12時、13時～15時内
Zoomを利用したおしゃべり会、個別相
談会、YouTubeを利用した講演会など
申詳細はNPOM

マ マ キ ャ ン

amaCanホームページ
で問同団体 contact@mamacan-m.
com
●24式太極拳無料体験会
日7/6㈪・20㈪・27㈪各14時～16時、
7/22㈬・29㈬各13時～15時会稔台市民
センター申電話で健身まほろば太極拳・
芦沢☎080－2010－1170へ
◆朗読体験会
日7/11㈯・17㈮各13時～15時30分会
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500円申電話で朗
読の会ラズベリー・足立☎090－1219
－4562へ

◆成年後見無料相談会
日7/19㈰10時～12時会千葉県社会保険
労務士会東葛支部（JR新松戸駅下車）定
先着2人申電話で同支部・金子☎090－
8497－6526へ
◆障害年金無料個別相談会
日7/22㈬13時30分～16時30分会松戸
商工会議所（松戸駅下車）定各先着10
人問NPOみんなでサポートちば☎070
－1541－7661
◆親子でできるオススメ工作
モーターを使った楽しい工作をマブチ
モーター㈱ホームページ https://www.
mabuchi-motor.co.jp/news/2020_
0515.htmlで紹介しています（工作の型
紙を印刷できます）　※今年の夏休み工
作教室は新型コロナウイルス拡大防止の
ため中止します問同社広報IR室工作担当
☎710－1211
●硬式テニス教室①④⑤ジュニア②③初
心者
日①8月～11月の㈪㈮㈯のいずれか、8月
～10月の②㈫③㈮④㈬⑤㈭会①金ケ作④
中央②③⑤栗ケ沢各公園庭球場対①5歳～
小学生（㈯のみ中学生可）②③中学生以
上④⑤5歳～小学生定各先着①60人②③
30人④⑤40人費①②③各10,000円④⑤
各7,500円申7/15㈬までに、松戸市テニ
ス協会ホームページで問同協会☎341－
1133（㈫㈭㈯12時30分～16時30分）

●松戸市パークゴルフ大会
日7/25㈯8時～13時会オスカーパーク
ゴルフ公園船橋コース内36ホールスト

ロークプレー費1,700円（オスカー会員
1,600円）申電話で松戸市パークゴルフ
協会・桜井☎090－2409－4671へ

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ

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

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

消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119

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

福祉まるごと相談 ㈪～㈮ 8:30～17:00 高齢者支援課☎366－1100

障
害
者
相
談

基幹相談支援
センターCoCo

㈪～㈮
8:30～19:00 総合福祉会館（2階）

※訪問可
☎308－5028

366－1138

ふれあい相談室
（予約優先） 9:00～17:00 ふれあい22（3階）

※訪問可
☎388－6222・6225

388－6222

障害がある人や
事業主からの就労相談

（予約制）
㈪～㈮ 9:00～17:00 障害者就業・生活支援センター

ビック・ハート松戸☎343－8855

障害者虐待防止・
障害者差別相談 ㈪～㈮ 8:30～19:00

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

高齢者・障害者成年
後見制度相談（予約制）

㈫㈮（祝日の場
合は前日） 9:00～17:00 NPO成年後見センター

しぐなるあいず☎702－7868

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

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

☎364－3111

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

☎703－8301

無料職業
紹介所

65歳以上
㈪～㈮ 9:00～17:00★（社福）松戸市社会

福祉協議会

市役所本館1階
☎365－4712

65歳未満 市役所本館3階
☎366－0077

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

（市役所本館3階）☎366－0077

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

青少年相談
電話

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

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

ゆうまつど
こころの

相談
（電話相談）

女性対象
（予約制）

第1㈪㈭ 14:00～20:00
男女共同参画課（予約・相談専用）
☎363－0505第2～4㈪㈭ 10:00～16:00 

男性対象 第1・3㈮ 17:30～20:30

まつど女性就労・
両立支援相談

（第2㈭は起業相談も）
㈫㈬㈭

（月末日を除く）10:00～15:00 ゆうまつど（3階）
男女共同参画課
☎364－8783

（予約優先）

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ

市政相談・一般民事相談 ㈪～㈮ 8:30～17:00★

市役所本館2階相談
コーナー
※最終受付は、各相
談の終了時間のおお
むね30分前
※法律相談は、裁判
中や調停中の事件は
相談できません

広報広聴課広聴担
当室

（予約）☎366－1162
（一般民事相談専用）
☎366－7319
※一般民事相談は
金銭・身の上・相続
等の簡単な法解釈
を要する相談

法律相談（随時予約）
第1㈪   9:00～12:00

㈪㈫㈭
(第1㈪・第４㈭を除く） 13:00～17:00

交通事故相談 ㈪㈫㈭ 9:00～17:00★

行政相談 第2・4㈪   9:30～12:00

不動産相談（予約制） ㈬ 13:00～17:00

登記相談（予約制） 第3㈮ 13:00～16:30

外
国
人
相
談

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

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

※その他
ほ か

の言
げ ん ご

語については、モバイル
通
つ う や く き

訳機（テレビ電
で ん わ つ う や く

話通訳）を利
り よ う

用して相
そ う だ ん

談
できます。

Thu, Fri 10:00～13:00

中文 Chinese
星期一・二・三 10:00～13:00

星期四・五 13:00～16:00

Tagalog・Filipino Thu 10:00～13:00

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

建築士会相談窓口
☎362－8401

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

人権相談
※人権相談は法務局松戸
支局で行っています

㈪～㈮   8:30～17:15 法務局人権ダイヤル☎0570－003－110

子育て相談 ㈪～㈮
  8:30～17:00 子育て

支援セ
ンター

CMS☎394－5590

チェリッシュ・サポート・システム
☎308－5880

子すずめ☎387－0124

あおば☎387－5456

はなみずき☎710－8070

グレース☎382－6182

風の丘☎375－8447

  8:30～22:00 ドリーム☎070－3935－1230

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

今月の相談案内 お気軽にご相談ください  ★は昼休みを除く
※相談は全て無料です。閉庁日の相談はありません。

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

●松戸生活文化協会（編み物とパッチ
ワークキルト）
日①㈭②㈮各10時～12時会①小金原
②常盤平各市民センター費月2,000円
1,000円問安達☎070－4481－0713
●稔台囲碁クラブ
日㈯㈰㈷13時～19時会稔台市民セン
ター費月600円 1,000円問河合☎
090－2940－2866
●ウイングス（バドミントン）
日㈬㈮9時～13時会常盤平体育館対
女性費月1,500円問同団体☎090－
9838－5529
●松戸太極拳
日㈰9時～12時会馬橋市民センター
費月2,500円 2,000円問布施☎090
－3214－8965
●松戸ベアーズスポーツ少年団（ミニ
バスケットボール）
日㈫㈮17時～20時、 ㈯8時～13時、
㈰14時～16時会柿ノ木台小学校他対
5歳～9歳費月2,000円 1,500円問
山本☎090－6525－4939

●生涯大学よさこい元気会
日㈭15時～18時会矢切公民館対60
歳以上費月1,500円問山野辺☎388－
5481
●ヨガ忘れな草の会
日㈪10時～12時会明市民センター他
対女性費月3,500円 1,000円問川辺
☎362－0372
●松年クラブ（ソフトテニス）
日㈰㈷7時～9時、㈪9時～11時会栗
ケ沢公園庭球場定先着5人費月1,300
円 1,000円問千

せ ん ば

杷☎04－7174－
1698
●ウイングメイト（ターゲットバードゴ
ルフ）
日㈪9時～12時会千駄堀スポーツ広
場定先着5人費年3,600円 2,000円
問八

や も と

本☎080－6659－1621
●稔台剣道スポーツ少年団
日㈪18時30分～20時、㈯17時～19
時会稔台小学校対小学生費1,500円

1,000円問横田☎090－2444－
7975

会 員 募 集

広報まつど　2020（令和2）年7月1日

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。
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ルーマニアの料理

東京2020大会に向けたルーマニア、ドミニカ共和
国とのホストタウン交流情報や、本市の取り組み・
関連情報などを発信します。

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081

サルマーレ
ひき肉、 玉ねぎなどを酢漬けの

キャベツで包み込んだ、ルーマニア
のロールキャベツです。サワークリー
ムを一緒に煮込むため、酸味があります。ルーマニアの伝
統料理で、お祝い事などの特別な日に食べます。 

　6月19日に都道府県をまたぐ移動が解禁されまし
た。 
　本当に長かった不自由な生活から解き放たれよう
としていますが、気を抜くといつ何時第2波が押し寄
せてくるか分かりません。ワクチンや治療薬が開発
されるまで、私たちは、新型コロナウイルスの第2波
に備えながら、その一方で日常生活を取り戻すため

「新しい生活様式」を定着させることが必要だと思い
ます。 
　明るいニュースがあります。市内にある北松戸工業
団地の一角に全自動PCR検査装置を開発する精密機
器メーカー「プレシジョン・システム・サイエンス株
式会社」があります。同社が国内で製造し供給をした
この検査装置は既にフランスなど50カ国以上の医療
現場で活躍し、500台以上が販売されています。世界
から注目される企業が松戸市内にあるということを
大変誇りに思います。 
　先日、同社を訪問し、全自動PCR検査装置の説明を
受けました。従来、手作業で検体から遺伝子を抽出し、
それを増幅・解析する工程がありますが、この装置は
検体をセットすれば全自動で検査できるため、医療従
事者の感染リスクを抑えることができ、さらに3時間
程度で検査結果が分かるため、結果的に感染拡大を防
止することができます。すでに国内販売に向け、臨床
試験のデータを厚生労働省に提出しており、この装置
での検査に保険が適用される認可が下りれば、国内第
1生産分を市立総合医療センターに導入させていただ
きたいと伝えました。 
　全自動PCR検査装置が市立総合医療センターで導
入することができれば、ドライブスルー方式のPCR検
査の検体採取と相まって、第2波が発生したときには
大きな力になってくれるものと期待しています。 
　この他、新しい検査方法として、PCR検査を唾液採
取で行う方法や短時間で陽性を判定できる抗原検査、
市中感染の実態把握ができる抗体検査など、さまざま
な検査方法があります。 
　市としても、各検査方法の目的や役割を検討した上
で、活用できるものは前向きに取り入れていく姿勢
で、最適な検査体制の構築を松戸市医師会などと協議
の上、第2波に備えた取り組みを進めていきます。

新型コロナウイルス感染症の
第2波に備えて

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

松戸市長   本
ほ ん ご う や

郷谷 健
け ん じ

次

人口と世帯 〔2020（令和2）年6月1日現在〕 〔　〕内は前月比

※住民基本台帳の登録数に基づき集計した人口です。

人口 499,228  人 〔 △ 79 〕 男 248,447  人〔 △ 26〕
世帯 242,450  世帯〔 29 〕 女 250,781  人〔 △ 53〕

市ホームページ

パソコン・スマートフォン版 モバイル版
2020.7.1
（令和2年）

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。

惇じ
ゅ
ん
た太

ち
ゃ
ん

沼ぬ

ま

た田
莉り

こ湖
ち
ゃ
ん

杏あ
ん

ち
ゃ
ん

2019（令和元）年9月生
最近、たくさんお話しして、ニコ
ニコ。 これからも元気いっぱい
育ってね。

2019（令和元）年8月生
寝返りが上手にできるようにな
り、部屋中を回っています。これ
からの成長が楽しみです。 

2018（平成30）年5月生
食べるの大好き莉湖ちゃん。毎日た
くさんの幸せをくれてありがとう。
元気に大きくなってね。

直接またはＥメールに写真データ（本人のみ）、件名・住所・氏名(ふりがな)・名字掲載希望の有無・生年月・ 
電話番号・コメント50字以内・市ホームページ掲載希望の有無を記入して、広報広聴課 mckouhou@ 
city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

市内在住の新婚カップル（応募時に2年以内）・赤ちゃん（応募時に2歳未満）の写真募集中!

もっと
知りたい
もっと
知りたい

ドミニカ共和国×松戸市×ルーマ
ニア

12

秋採りえだまめ農園オーナー募集秋採りえだまめ農園オーナー募集 要申込

　栽培は農園主さんにお任せして、えだ
まめのふくらみ具合を確かめながら収穫
体験できます。新鮮なえだまめを家族で
味わいませんか。

収穫時期10月ごろ（天候など
により変わる場合があります）
品種湯あがり娘（予定）
費用1区画（約12m)3,000円

7月14日㈫〔必着〕までに、はがきに農園
名・希望区画数・住所・氏名（ふりがな）・日
中連絡のとれる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
議会えだまめ係（農政課内☎366－7328）へ
※8月上旬ごろに案内書を送付します。

農園 農園
所在地

募集区画
（先着）

高橋農園 旭町 50 区画

谷
や ぐ ち

口農園 平賀 70 区画

7月25日㈯13時15分同邸（紙敷588）集合、
15時30分解散
講師日本画家・泉晴

せいこう

行氏　定員先着10人
持ち物飲み物、虫よけスプレー

7月17日㈮までに、電話で社会教育課
☎366－7462へ

古民家「旧齋藤邸 」造形講座

仏像の見分け方を
学ぼう！ 要申込

要申込MATSUDO KIDS プログラミングコンテスト2020
　コンテンツ産業を応援する市と、プログラミング教室を運営する㈱ C

シーエー

A T
テ ッ ク

ech K
キ ッ ズ

ids が連
携して、小・中学生の皆さんから作品を募集するプログラミングコンテストを開催します。
ゲームやアプリなど、自分で開発したオリジナル作品をぜひご応募ください。
対象市内在住・在学の小・中学生　費用無料
※詳細は同コンテスト専用ホームページをご覧ください。 

9月30日㈬までに、同コンテスト専用ホームページから文
化観光国際課☎366－7327 

目指せ未来のクリエイター！目指せ未来のクリエイター！
応募した小・中学生全員に応募した小・中学生全員に参加賞参加賞あり！あり！

ゲーム アプリ

無料

専用ホームページ

自慢の作品を応募しよう！ 2019まつどシティ賞の作品
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