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　1884（明治17）年に戸定邸を建設し松戸に移り住んだ、最後の将軍徳川慶喜の弟・
徳川昭武は、仲の良い親族や友人とさまざまな趣味を楽しむ中で、特に写真撮影に熱
中しました。松戸を含む東葛地域だけではなく、夏に海沿いの地域へ自ら出向いて
撮影した写真は、当時の自然環境や生活を伝える貴重な記録となっています。
　今回の展覧会では約50点を展示し、主に明治期の古写真を通して過去と現在を比較
して生活の変化を紹介します。小学生用のワークシートもあり、ご家族で楽しんでい
ただけます。また、藩主直筆の掛軸などを含む「水戸徳川家御譲品」や松戸徳川家の
生活を伝える品などの、前回の展覧会（「松戸徳川家の調度品」）の展示品を一部継
続して展示します。

新型コロナウイルス
感染予防対策実施中
　入館人数の制限や体調チェックシー
トの記入などをお願いしています。展
示室内は、作品の間隔を広めに空けて
展示します。マスクを着用の上、人と
の間隔を十分に保ってご覧ください。
職員も、マスク・フェイスシールド・手
袋などを着用します。感染予防
対策にご協力をお願いします。開館時間9時30分～16時30分（17時閉館）　休館日月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）

入館料共通入館券一般320円、高校・大学生160円　個別入館券戸定邸250円、歴史館150円
※団体料金あり。

7月18日㈯～9月13日㈰7月18日㈯～9月13日㈰会期

坂川・春雨橋方向〔1908（明治41）年の写真〕：徳川昭武撮影

坂川・春雨橋方向（現在の写真）

□問戸定歴史館☎362 ─2050

松戸市
公式ホームページの妖精

「まつまつ」
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※金融機関によっては、別途振込手数料がかかる場合があります。
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●まつタク出前便をご利用ください
●救命講習会を再開します
●市民活動助成制度を利用しませんか
●マイナポイント制度が始まりました
●PCR検査機器メーカーを市長が表敬訪問No.1676

7/15
2020（令和2）年

記録的な大雨により被害に遭われた
方々にお見舞いを申し上げます
　7月3日㈮からの九州南部を中心と
した大雨により被災された方々の支援
のため、地域福祉課で義援金を受け付
けています。皆さんからの義援金は、
全額被災地に送られます。
問地域福祉課☎366－3019

郵便振替 口座番号 00110 － 8 － 588189
口座名義 日赤令和 2 年 7 月豪雨災害義援金

銀行振込 口座番号
三井住友銀行　すずらん支店（普通）2787558 
三菱UFJ銀行　やまびこ支店（普通）2105556 
みずほ銀行　クヌギ支店（普通）0620472

口座名義 日本赤十字社
受付期限 12 月 28 日㈪

日本赤十字社日本赤十字社

令和2年7月豪雨災害義援金を受け付けています令和2年7月豪雨災害義援金を受け付けています



熱中症警戒アラート熱中症警戒アラートが発表された日は要注意！熱中症警戒アラートが発表された日は要注意！

地域 店名 利用
できない日 住所 電話番号 ジャンル

北部エリア
（小金・新松戸・

馬橋・小金原
など）

M
マ イ ク ズ

ike's H
ホ ッ ト ド ッ グ

otdog ㈪～㈭ 新松戸1の227 090－7816
－7681 和

割烹 びわ亭 ㈪ 新松戸1の367の3 347－1129 和

a
ア ビ ル

bill c
コ ー ヒ ー

offee+
プラス

㈬㈰ 新松戸3の265 090－8765
－3157 洋

アジアンダイニング
ルンビニ新松戸店 － 新松戸4の56 050－8880

－4871 アジアン

レストラン＆カフェ
フォーハーツ ㈪ 幸谷617の12 343－6055 洋

木曽路 新松戸店 － 二ツ木342 309－3851 和
龍
りゅうけいりん

桂林 ㈫ 大谷口421の1 711－6977 中

串揚げ工房 穂
すい

－ 小金原5の29の13 309－1511 和

南東部エリア
（常盤平・八柱・

東松戸など）

花車 別館 － 常盤平5の13の9 385－7281 和
炉端串焼き
DANRANだんらん － 金ケ作24の1 710－7177 和

スローコーヒー ㈫ 日暮6の60 703－9700 洋
香
こ う み え ん

味苑 ㈪ 高塚新田135の6 712－2659 韓国
五香六実
エリア H

ハ リ ー ズ

urry's B
ベ ス ト

est C
コ ー ヒ ー

offee ㈬ 五香南1の13の1 700－5270 洋

西部エリア
（松戸・北松戸・
上本郷・二十世紀

が丘など）

c
カ フ ェ

afé d
ド

e K
カ オ リ

AORI － 松戸1178 367－5751 洋
仙臺たんや 利休 －

松戸1181
アトレ松戸7階

711－5080 和
C
チ ー ズ

heese E
エ ッ グ

gg G
ガ ー デ ン

arden － 365－7189 洋

大かまど飯 寅
とらふく

福
アトレ松戸店 － 312－4520 和

とんかつ新宿さぼてん － 710－5315 和
杵屋 － 366－2860 和

地域 店名 利用
できない日 住所 電話番号 ジャンル

西部エリア
（松戸・北松戸・
上本郷・二十世紀

が丘など）

P
ピッツェリア

izzeria B
バ フ ェ ッ ト

affetto － 松戸1278 711－5087 伊

イタリアンキッチン U
ウ ー ノ

NO － 松戸1291 711－8960 伊

A
ア ジ ア ン

SIAN F
フ ー ド

OOD G
ガ ー デ ン

ARDEN ㈯㈰ 松戸1307の1
キテミテマツド10階 711－8900 和・シン

ガポール
中国料理 天

てんこうどう

廣堂 － 松戸1339の1 382－5250 中

関
せきやど

宿屋 － 本町7の2 361－0234 和
パストール － 本町12の5 360－6447 伊
トラットリア イルレガーロ － 本町14の14 710－8646 伊

お祭りや － 本町15の20 080－1377
－5222 和

松戸縁
えんえん

宴・c
クローバー

lover － 本町20の10 394－4982 洋

Wine＆Dining 蔵
くらうど

人 － 本町20の10 364－0161 伊
ビストロ アンシャンテ － 本町25の5 368－1031 洋
カフェ・ドゥ・スヴェ
ニール ㈪ 松戸新田553の5 314－1278 洋

金太楼鮨 松戸東口店 － 岩瀬2 362－4351 和
華
か え ん

苑 ㈰ 根本57の1 363－3858 中

香
シャンヤンヤン

羊羊 － 根本448の2 080－6672
－2377 中

ピッツェリア カヴァッロ － 古ケ崎2の3243の21 050－5303
－8827 伊

しの － 緑ケ丘1の81の3 090－5394
－4062 和・洋

チャイナ天
て ん ぷ

府 － 栄町3の170の8 367－7797 中

C
チ ェ ッ ポ

EPPO － 二十世紀が丘美野里
町21の2

050－3462
－3281 洋

　熱中症予防のための行動を皆さんが事前に取れるよう、熱中症の危険
性が極めて高くなることが予測される場合に、気象庁が「熱中症警戒ア
ラート（試行）」を発表します。

発表のタイミング
　環境省がホームページで発表している暑さ指数（WBGT）
が最高33℃以上と予想される前日の17時頃と当日5時頃
に発表されます。
アラートの発表を知るには
　気象庁のホームページや、報道機関などの気象情報で発
表されます。

熱中症警戒アラートが発表されたら
外での運動や活動は中止・延期しましょう
　不要・不急の外出はできるだけ避け、エアコンなどの空調がない環境
での活動は見送りましょう。
高齢者・子ども・障害者は特に注意
　熱中症リスクの高い人には、声掛けなどの注意喚起を行いましょう。
「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントを心掛けましょう
●暑さを避けましょう
●適宜マスクを外しましょう
●こまめに水分補給しましょう
熱中症警戒アラートについて環境政策課☎︎366－7089
熱中症の予防・症状について中央保健福祉センター☎︎366－7489

　市内飲食店の商品（料理）を注文すると、タクシーで自宅付近ま
でお届けする「まつタク出前便」が9月末まで期間を延長、配達
距離の範囲を5km以内に拡大して、より便利になりました。
　面倒な会員登録や手数料・配送料は不要。この機会にぜひ、市
内のお店の味を自宅でお楽しみください！
※詳細は（一社）松戸市観光協会ホームページをご覧ください。

利用できる飲食店自宅までの距離が5km以内の参加店
利用条件購入代金1,000円以上
受取方法タクシーが自宅付近に到着後、注文者に電話連絡があるの
で、注文者がタクシーの駐車場所まで行き、タクシー内の保冷バッ
グから商品を取り出し、ドライバーに代金を支払ってください。　
※自宅の玄関まではお届けできません。

配達希望時間の2時間前までに、電話で参加店に注文

※メニューは各店舗のホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。

参加店一覧（7月7日現在）参加店一覧（7月7日現在）※参加店は変更される場合があります。

タクシーが松戸の飲食店の“おいしい”をお届け！タクシーが松戸の飲食店の“おいしい”をお届け！
まつタク出前便をご利用くださいまつタク出前便をご利用ください

（一社）松戸市観光協会☎︎703－1100、文化観光国際課☎︎366－7327

環境省
ホームページ

同協会
ホームページ

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（1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

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。
開設期間7月31日㈮まで
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

9月30日㈬までまで
期間延長！期間延長！ 配達距離の範囲を配達距離の範囲を

5km以内に拡大！以内に拡大！

気象庁
ホームページ

要申込
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音声案内により、相談内容に応じて担当部署に直接おつなぎする「松戸市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル」をご利用ください。



　　　

共通

　新型コロナウイルス感染症の影響により、中止していた救命講習会を再開し
ます。感染拡大防止の観点から、実施内容を変更しています。 

参加の際は、以下の点にご理解ご協力をお願いします 
●過去2週間以内に発熱症状などがあった人は参加を控える 
●海外から帰国後14日以内の人は参加を控える 
●自宅で検温し、当日に健康観察シートを記入する 
●発熱・咳・倦

け ん た い

怠感などがある人は参加を控える 
●手洗い・手指消毒の徹底 
●マスク着用の徹底 
●ソーシャルディスタンスの確保 
※上記に基づき、参加をお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。 

普通救命講習会60分コース（事前学習必須） 
①9月3日㈭②10月16日㈮③12月15日㈫④2021（令和3）年3月6日㈯各9時30
分～10時30分　会場①五香②③小金④中央各消防署 

普通救命講習会 
①11月9日㈪②2021（令和3）年2月10日㈬各9時～11時
会場①中央②五香各消防署 

上級救命講習会（普通救命講習受講者対象） 
①11月12日㈭②2021（令和3）年1月24日㈰各9時～15時30分
会場①五香②小金各消防署　申し込み開始日①10月19日㈪②12月16日㈬

対象市内在住・在勤・在学の中学生以上　定員各先着10人
電話で救急課☎363－1145（9時～16時）へ

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
※感染拡大防止のため、中止となる場合があります。
※詳細は市消防局ホームページをご覧ください。

救命講習会を再開します 要申込無料

市消防局ホームページ
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同ダイヤル☎0120－415－111〔8時30分～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕　※左記がつながらないときは千葉県☎0570－200－613へ

　関係機関との協議の結果、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、松戸まつりは中止します。ご了承ください。

松戸商工会議所☎364－3111、文化観光国際課☎366－7327

令和2年度
松戸まつり中止のお知らせ

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　

7/23㈷・24㈷は通常通り家庭ごみを
収集します 
問環境業務課指導係☎366－7333

六実市民センター別館3階コミュニ
ティ室1・2、第2～第4会議室は空調
機改修工事のため、11/1㈰から2021

（R3）/2/28㈰まで利用を休止します 
問同センター☎385－0116 

8/1㈯から、精神障害者保健福祉手帳
1級所持者が松戸市重度心身障害者医
療費助成制度の対象になります 

　65歳以上で手帳を取得した人など
一部対象外となる場合があります。ま
たこれに伴い、松戸市精神障害者医療
費助成制度（精神入院）は7/31㈮で廃
止します問障害福祉課☎366－7348、

366－7613 

6月は防災行政無線で3件の行方不明高
齢者の探索を行い、全て発見されました 

　ご協力ありがとうございました。な
お、情報提供は最寄りの交番または警
察署へお願いします問高齢者支援課地
域包括ケア推進担当室☎366－7343 

国民健康保険料の納付案内を電話で
お知らせします 

　国民健康保険料の納付確認などを自
動音声でお知らせします。次の番号か
らの電話は不審な電話ではありません
自動音声番号 047－393－8076　※こ
の電話でATMの操作指示や口座情報
の聞き取りをすることは絶対にありま
せん問国民健康保険課専用コールセン
ター☎712－0141 

埋蔵文化財発掘調査現場作業の会計
年度任用職員（パートタイム）登録者を
募集 
任用期間勤務場所により異なる勤務時間
週1～3日程度（平日のみ）9時～16時
のうち5時間30分（休憩時間90分）　
※半日勤務あり勤務場所 市内埋蔵文化
財発掘調査現場 業務内容 掘削作業、出
土資料の調査・測量補助時給 1,130円

（別途交通費支給・要件あり）　※登録
有効期限は2021（R3）/3/31まで（登
録しても採用されない場合もありま
す）登録用紙配布場所社会教育課窓口、市
ホームページ申7/31㈮〔必着〕までに、
登録書類を郵送で〒271－8588松戸
市教育委員会　社会教育課文化財班（☎
366－7462）へ　※封筒に「発掘作業員
登録書類在中」と朱書きしてください 

男女共同参画推進協議会委員募集 
任期 2023（R5）/3/31まで対市内在
住で男女共同参画のまちづくりに関心
がある人 募集人数 3人申8/7㈮〔必着〕
までに、「 男女共同参画のまちづくり
に向けて」をテーマとしたレポート

（1,200字程度）を直接男女共同参画課
（☎364－8783）へ　※要事前連絡 

北千葉広域水道企業団職員募集〔地方
公務員・2021（令和3）年4月採用〕 

　詳細は同企業団ホーム
ページで問同企業団総務
調整室☎345－3211 

臨時教職員候補者（講師）の説明会 
日8/5㈬、10/27㈫各9時30分から（9
時15分開場）会ゆうまつど対東葛飾教
育事務所管内（松戸市・柏市・野田市・流
山市・我孫子市・鎌ケ谷市）の小・中学校
での勤務を希望する人問同事務所管理
課☎361－2124 

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
機器などの展示もします日8/14㈮10
時～10時30分会旭ヶ丘第1公園（松戸
2275）定先着100人問市民安全課☎
366－7285 

松戸市緑推進委員会 
日7/22㈬10時～12時会市役所新館5
階市民サロン　※新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、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
ジに掲載します問みどり
と花の課☎366－7378 

社会教育委員会議 
日7/29㈬18時から会中央保健福祉セ
ンター 傍聴定員先着10人（17時50分
まで受け付け）問社会教育課☎366－
7462 

松戸市地域ケア会議 
日7/30㈭9時30分～11時30分会市
役所新館7階大会議室 傍聴定員 先着5
人（9時15分から受け付け）問高齢者支
援課地域包括ケア推進担当室☎366－
7343 

介護保険運営協議会 
日7/30㈭14時から会市役所新館7階
大会議室 傍聴定員先着5人（13時45分
から受け付け）問介護保険課☎366－
4101 

旧市立病院跡地活用事業者のプレゼン
テーションを一部公開します 
日8/2㈰13時～16時会総合医療セン
ター2階大会議室傍聴定員 30人（抽選）
※後日、注意事項を記載した傍聴許可
通知書を郵送 傍聴申込 7/21㈫〔消印有
効〕までに、はがきに住所、氏名、電話番
号を記入し〒270－2296松戸市千駄
堀993の1　総合医療セ
ンター事務局管財課へ問
同課☎712－0756　※詳
細は市ホームページで 

国民健康保険運営協議会 
日8/3㈪13時30分から会市役所議会
棟3階特別委員会室 傍聴定員 先着5人
程度（13時まで国民健康保険課窓口で
受け付け）問同課企画調整班☎366－
7307 

お知らせ

講座・講演・催し

会議

同企業団
ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

7時開園・18時30分閉園になります
期間7月21日㈫～8月20日㈭　※各駐車場も利用できま
す。園内の他施設は市ホームページをご覧ください。

7/19㈰は12時開園です
　池の外来生物調査と駆除のため、開園時間を変更します。
※9時～12時は、北駐車場、北口ゲートからバーベキュー場のみ利
用可。その他駐車場、広場などは利用できません。

21世紀の森と広場からのお知らせ

市ホームページ

21世紀の森と管理事務所☎345－8900

広報まつど7月1日号のおわびと訂正
　4面「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」の保険料の算出方法のうち、所得割率に誤りがありまし
た。おわびして訂正します。

正8.39％　誤8.89％
※これに伴い、保険料の算出方法は下記の通りになります。
●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％〕
国民健康保険課専用コールセンター☎712－0141



パラダイスエア
ホームページ

2021（令和3）年度実施分　市民活動助成制度の事業を募集します 
受付期間8月1日㈯～9月30日㈬　対象の活動団体が行う公益性の高い市民活動

（1団体1事業）　申請対象者市内に事務所または活動場所があり、構成員が5人
以上の市民活動団体　助成部門スタート助成（10万円以内）、ステップアップ助成

（30万円以内） 
※募集要項は市民自治課およびまつど市民活動サポートセンターで

配布する他、市ホームページからダウンロードできます。 
市民自治課☎366－7318 

市民活動助成事業説明会 
8月1日㈯10時～11時　会場市役所議会棟3階特別委員会室 

電話またはEメールで同課☎366－7318、 mcshiminjichi@city.matsudo.
chiba.jpへ 

支援講座「助成金を活用して活動をステップアップするコツ」 
9月6日㈰13時30分～16時30分　会場まつど市民活動サポートセンター
定員先着30人 

電話またはEメールで同センター☎365－5522、 hai_saposen@matsudo-
sc.comへ 

　ルールを守って譲り合って使い、安全で楽しい公園にしましょう。 

●大声で騒ぐ　●独占する 
●危険な遊び　●ごみを捨てる
●猫や鳥に餌を与える 
●ペットを放す・ふんを放置する 
●ゴルフ 　●打ち上げ花火
●バーベキュー 
●他の利用者や近隣住民の迷惑

になるようなボール遊びなど 

　市内の資源循環と低炭素型社会創造に貢献できます。使用済みの
天ぷら油や、賞味期限切れの食用油の処理に困った際は、ぜひ回収
拠点にお持ちください。 

回収拠点は同NPOホームページを回収拠点は同NPOホームページを
ご覧くださいご覧ください
　回収拠点、協賛店の新規加入も募集しています。

ペットボトル1本分の廃食油で10円分 ペットボトル1本分の廃食油で10円分 
　廃食油500mLペットボトル1本で、10アウル

（＝10円）券1枚と交換できます。アウル券は市
内・市外合わせて46カ所の協賛店で買い物などの
補助券として利用できます。 

回収できるのは植物油（なたね油、ごま油、回収できるのは植物油（なたね油、ごま油、
オリーブオイルなど）だけオリーブオイルなど）だけ 
　バターやラードなど動物性の油、灯油や機械油
など食用以外の油は回収できません。 

廃食油が燃料になります 廃食油が燃料になります 
　回収された廃食油は、バイオディーゼル燃料

（BDF）に精製され、市のごみ収集車の燃料の一部
として活用しています。 

みんなの公園みんなで気配りみんなの公園みんなで気配り
問公園緑地課☎366－7380

4

※ひものついた服やかばん・水筒・ランドセルなど、遊具に引っ掛かる可能性があるも
のを身に着けたまま遊ぶのは大変危険です。 

※公園内に異常を見つけたときは、同課までご連絡ください。 

●子どもから目を離さない 
●熱くなっていることがあるので注意する

 
●ガラスや金属の破片を持ち込まない 
●ペットを入れない 
●危ないものがあれば取り除く

 
●使用中に柵の中に入らない・入らせない 

滑り台

砂場

ブランコ

家庭用廃食油の回収に家庭用廃食油の回収に
ご協力ください ご協力ください 

同 NPO ホームページ

回収拠点ののぼり旗

NPO松戸エコマネー「アウル」の会☎368－0980、
　環境政策課☎366－7089 

昨年度は
3,959L
回収！

●体調の悪い人は利用を控える
●空いている時間や場所を選ぶ
●咳エチケットの徹底
●利用者同士の距離を2m程度保つ
●遊び終わった後の手洗いの徹底

しないでください 守ってください

　花火で遊ぶときは、使用方法を守り、けがや火事に注意しましょう。 
●風の強い日は遊ばない　●大人と一緒に遊ぶ　●燃えやすいものがある場所で遊ばない 
●水の入ったバケツを用意し、きちんと後片付けをする 
●時間と場所は他の人の迷惑にならないようにする 
●正しい位置に正しい方法で点火する　●たくさんの花火を持って火をつけない 
●手持ちの筒型花火は持つ位置に注意する　●花火をほぐさない 
●花火を人や建物に向けない 
●花火の筒の先に顔や手を出したり、のぞき込んだりしない 

　姉妹都市であるオーストラリ
ア・ホワイトホース市にホーム
ステイを行い、現地の学校の
授業などを体験してみません
か。 
期間（予定）2021（令和3）年3
月11日㈭～18日㈭ 
派遣先オーストラリア・ホワ
イトホース市
対象市内在住の中学・高校生
定員7人（作文と11月8日㈰
午後実施予定の面接審査により選考）
費用約30万円（5万円の補助あり） 

10月9日㈮〔必着〕までに、上記の事前説明会で配布する応募
用紙と作文を直接または郵送で〒271－0073松戸市小根本7の
8京葉ガスF松戸第2ビル5階　（公財）松戸市国際交流協会（☎
366－7310）へ 

青少年姉妹都市派遣生徒募集

「M
マ ツ ド

ATSUDO "Q
キュー・オー・エル

OL" A
ア ワ ー ド

WARD」
第1期滞在アーティスト紹介

オーストラリアへ行こう！

応募希望者は参加必須です
（代理出席可）。 
日時8月22日㈯17時～18時 
会場市民劇場

事前説明会

要申込

　国籍を問わず、松戸駅から
60分圏内に住むアーティスト
を公募しているパラダイスエア
の企画「MATSUDO“QOL”
AWARD」。6月16日㈫～7月7
日㈫に滞在していたアーティス
トをご紹介します！
　エンジニア・研究者として活
動するジー・チー氏は、太陽
光発電と紙と電子回路を使用し
たドローイング作品を制作し、実験を行いました。ラルフ・ル
ムブレス氏はコロナ禍の松戸と日本を知ることをテーマに、ド
キュメンタリー映像を制作。滞在後も松戸の風景
を切り取った作品を制作予定です。今後2人が残
した活動記録をホームページなどで公開していき
ますので、お楽しみに！
問（一社）P

ペ ア

AIR☎364－8832、
文化観光国際課☎366－7327 

ルールルールを守って楽しい花火を守って楽しい花火 予防課☎363－1114 
ラルフ・ルムブレ
ス氏（フィリピン出
身・松戸市滞在中） 

ジー・チー氏（中国
/アメリカ出身・東
京都在住）

感染拡大防止対策にご協力ください

市民活動をしているあなたに！
その活動を応援します！ 

要申込

市民活動助成制度とは 
　市では、市民活動団体の夢・起業の夢・スポーツや文化活動などの
分野で頑張る子どもたちの夢を応援するさまざまな取り組みをしています。 
　市民活動助成制度は、まちを明るく元気にする市民活動に必要な資金を一時的に
助成する制度で、市民活動の活性化を図り、豊かな地域社会をつくることを目的とし
ています。資金不足で活動を諦めていた人、活動しているけど資金不足で悩んでい
る人は、この制度を活用して思いを実現してみませんか。 

市民活動
助成制度を

活用しませんか

要申込

市ホームページ

広報まつど　2020（令和2）年7月15日

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

夏の青少年教室

夏休み親子消費者教室

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
【オンライン講座】
フワッと不思議に飛ぶ紙
コップUFOを作ろう！

8/20㈭15:30～17:00 Zoomによる
オンライン配信

CHIEの輪代表・
阿部剛氏

小・中学生　
（小学3年生以下保護者同伴） 20人 無料 8/ 2㈰

鳴く虫とコウモリを観察
しよう

8/27㈭18:00～19:30
〔雨天時8/28㈮に順延〕

江戸川河川敷
（樋野口川の一里塚）

プロ・ナチュラリ
スト・佐々木洋氏 小学生と保護者 20組 無料 8/10㈷

教室名 日時 講師 費用 持ち物 
冷熱実験・マイナス 162℃の不思議な
世界を体験してみよう！ 

8/ 4㈫
10:00～12:00 京葉ガス社員 無料 筆記用具 

夏休み！おこづかい帳をつけてみよう
～オリジナル貯金箱も作ります～ 

8/17㈪ 
10:00～12:00 

金融広報アドバイザー・
竹元泰子氏 無料 筆記用具・

色えんぴつ

LEDライトを使った“気球ライト”作り 8/19㈬ 
10:00～12:00 

パナソニック㈱・
成瀬勲氏

1組1,000円 
（材料費）

筆記用具、お手拭き 
はさみ、30cm 定規

各締め切り日〔必着〕までに、ちば電子申請サービスまたは直接窓口（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。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3密を避けるなど
十分に対策を講じて講座を実施します。

ちば電子申請
サービス

ちば電子申請サービス

要申込

要申込

配信開始日8月①11日㈫②18日㈫③25日㈫　内容①リズム編②発音（アーティキュレーション）編③音階（スケール）編
講師東海大学高輪教養教育センター准教授・田丸智也氏
実施方法YouTubeでの動画配信（URLは申込者にのみお知らせします）　※配信開始日より1週間、視聴できます。　費用無料
※YouTubeの閲覧環境は自身でご用意ください。機器の貸し出しは行いません。

7月22日㈬〔必着〕までに、FAX・Eメール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・電話番号を記入して、生涯学習推
進課 360－0945、 mcsyogaigakusyu-kouza@city.matsudo.chiba.jp（☎367－7810）へ　※連名での申し込みはできません。

会場ゆうまつど　対象小学3年～6年生と保護者　定員各16人（1組3人まで、抽選） 
※飲み物は各自で持参してください。 ※マスク着用必須（当日体調が悪い場合は参加できません）。 

7月21日㈫〔必着〕までに、往復はがき（1組1枚）に希望教室名（複数可）・住所・参加者全員の氏名（ふりがな）・子の年齢と学年・電話番号を記入して、
〒271－8588松戸市役所　消費生活課「夏休み親子消費者教室」係（☎366－7329）へ 
※抽選結果は7月22日㈬以降に通知。定員に満たない場合は7月27日㈪から電話で受け付け。 

気球ライト

生涯学習講座のご案内生涯学習講座のご案内

旬のいちじくの収穫をしてみませんか旬のいちじくの収穫をしてみませんか
開園時期8月上旬～10月下旬　会場ファーム根本（幸田）
費用1人7個1,200円 

電話で同ファーム（松戸市都市農業振興協議会）
☎090－6193－4688へ 

要申込

要申込

　ほうれんそうなどの種まきから収穫まで、農家の指
導を受けながら農作業体験ができます。 
日程種まき9月12日㈯・13日㈰ 
間引き等（予定）10月17日㈯・18日㈰
収穫（予定）11月上旬頃　時間11時から1時間程度
農園所在地紙敷（東松戸駅下車）　募集区画20区画（申し込み多数の場
合、希望どおりの区画数にならないことがあります）　
費用1区画（1.5㎡）1,500円 
※種まき後の日程は、生育状況により変更になる場合があります。 

7月31日㈮〔消印有効〕までに、はがきに住所・氏名（ふりがな）・希望
区画数・希望種まき日、昼間連絡のとれる電話番号を記入して、〒271
－8588松戸市役所農政課内　松戸市都市農業振興協議会「体験型オー
ナー農園」係（☎366－7328）へ

　松戸市青少年相談員矢切支部と一緒に、
ジャガイモなどさまざまな野菜を育て、収穫し
てみませんか。 
第1回8月22日㈯9時30分～12時〔小
雨決行、荒天の場合8月29日㈯に順
延〕　※イベントの詳細や第2回の予定
は、参加決定者に直接連絡します。 
会場坂下ほんでんこどもの遊び場（下
矢切606他） 
対象小学生以下の子と保護者
定員先着10組
費用1組500円（初回のみ） 

7月22日㈬までに、参加申込書を 
Eメールで子どもわかもの課 ekowaka@city.matsudo.
chiba.jp（☎366－7464）へ　※参加申込書は同課で配布
する他、市ホームページからダウンロードできます。

市ホームページ

みんなで協力してジャガイモの植え付け

ジャガイモを植えて
育てよう！〔全２回〕
参加者募集

体験型オーナー農園で野菜を育てませんか体験型オーナー農園で野菜を育てませんか

親子で協力して畝
うね

づくり

コース 日程
①スマホの選び方 8/  4㈫

②Windows10の操作 8/  5㈬

③スマホの操作 8/11㈫

④個別相談 8/12㈬

⑤タブレットの操作 8/18㈫

⑥スマホで決済 8/20㈭

時間9時30分～12時（④⑤のみ13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 

シルバー人材センター
スマホ・パソコン教室スマホ・パソコン教室　　　　要申込

農園
こどもの
遊び場
イベント

オンライン
配信 成人講座 J

ジ ャ ズ

AZZを学ぼう～ジャズの魅力 3つのポイント～〔全3回〕

要申込



　
　
　

子どもの予防接種は不要不急ではありません
時期を遅らせずに受けましょう　
　定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生やまん延を予防す
る観点から、非常に重要です。特に乳幼児の予防接種を遅らせると、免
疫がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。引き続き
定期予防接種のスケジュールに沿って接種してください。
　各医療機関では、接種を行う時間や場所に配慮し、換気
や消毒を行うなど感染防止対策に努めています。受診前に
医療機関に連絡し、接種可能な日時をご確認ください。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

健康推進課予防衛生班☎366－7484

認知症サポーター養成講座　 要申込  　
7月28日㈫14時～15時30分　会場馬橋市民センター　
定員先着8人　費用無料

電話で馬橋西高齢者いきいき安心センター☎711－9430へ

介護者のつどい　 要申込
7月29日㈬10時～11時　会場馬橋市民センター　
対象介護の経験がある人　定員先着8人　費用無料

電話で馬橋西高齢者いきいき安心センター☎711－9430へ

　世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るっています。感染者の数が
徐々に減少傾向に転じている国や地域もあるようですが、一部の国では
感染者や感染による死者が増え続けている地域があります。そして、さ
らに心配なことは、連日のように報道で第２波が来ると言われているこ
とです。
　マスコミなどで歯科の受診・治療の継続に関するリスクが報道されて
いましたが、実際に今受診している方、トラブルが生じ受診を考えてい
る方、定期的にメインテナンスを受けている方、皆さんはどのようにさ
れていますか？治療途中で仮のフタや詰め物の状態で中断していないで
すか？歯周病治療がストップしていないですか？自粛ムードの中で、も
しかしたらそのような方がいるのではないでしょうか。
　口の中の健康管理はウイルス感染症などの予防にとても重要であるこ
とが分かっています。アルコールによる手指消毒や手洗いはあらゆる場
面で行われていますが、ウイルス感染は口や鼻から生じやすいと言われ
ています。口の中を清潔に保つことは意識されているでしょうか？
　口の中が不潔な状態だとウイルス感染を生じやすくなります。さらに

それが全身の健康状態に影響を及ぼします。よって虫歯や歯肉の炎症（歯肉
炎、歯周病等）など口の中の健康状態の悪化はもちろん、さらにそれが心疾
患や脳疾患、糖尿病などのさまざまな病気を悪化させる引き金になる可能
性があるということです。日々の歯磨きは当然重要ですが、虫歯や歯周病
の治療も大変重要なのです。　
　千葉県歯科医師会では以下のようなコメントを出しています。

　口腔内の症状を放置すると
◦�歯周病の進行は、心疾患・脳血管疾患・糖尿病を悪化させる可能性が
ある

◦�口腔内の細菌による誤
ご え ん

嚥性肺炎のリスクが高まる
◦�口腔細菌がインフルエンザウイルスの感染促進に深く関わるばかり
ではなく、抗インフルエンザ薬の効果を著しく低下させる事が明ら
かとなっている

　もし、歯科治療の中断や受診の必要性などで分からないことがある時は、
虫歯や歯周病などを悪化させてしまうと大変なので、自分一人で悩まずに、
また判断せず、かかりつけの歯科医に相談してください。そして、今後秋
から冬にかけて流行が懸念されるインフルエンザ対策としても、口腔内の
健康管理はより重要性が増すと考えられますので、気を緩めずみんなでこ
の状況を乗り越えていきましょう！

（公社）松戸歯科医師会  https://matsudo.cda.or.jp/

ウイルス感染と歯科治療について
あなたの健康 215

●常盤平児童福祉館☎387－3320
※新しい遊具が入りました！竹馬、ホッピング
などで遊べます。
あそび広場土曜15時～16時　内容水風船チャ
レンジ・フィルムケースロケット他　対象主に
小学生
中高生の広場（TAPS）水・土曜17時30分～19
時　内容フリータイム
●根木内こども館☎315－2985
ひょうたんの会11日㈫11時～11時30分　
内容歌・手遊びとお話　対象乳幼児と保護者

絵本はじめのいーっぽ28日㈮11時20分～11時
50分　内容読み聞かせと絵本の紹介　対象乳幼
児と保護者
ぞうさんのしっぽ21日㈮11時～11時30分　
内容歌と絵本　対象乳幼児と保護者
●六実こども館☎080－3507－3538
開館日・時間 月・水曜（3日㈪を除く）14時30分～
17時30分、土・日曜、祝日（夏休み期間）10時
30分～17時30分
科学館、工作教室、折り紙教室他16日㈰14時～
17時　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 たいむ5日㈬10時30分～11時30分
対象 3歳までの子と保護者（要申込）

絵本のじかん14日㈮11時～11時30分　対象乳
幼児と保護者
中高生タイム火～金・日曜17時～18時、土曜（1
日㈯を除く）17時～20時　内容フリータイム、
学習スペース、卓球　対象中学・高校生
●森のこども館
☎080－7323－9980（開館日のみ）
（21世紀の森と広場森の工芸館）
開館日・時間 7月31日㈮、8月1日㈯・2日㈰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）　※日程を変更する場合がありま
す。同館ホームページをご確認くだ
さい。

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

①初めてのパソコン＆インターネット講座 8/18㈫～21㈮　午後

②Wordを使った文書作成講座 8/ 3㈪～ 6㈭　午前 

③Excelを使った表計算講座 8/11㈫～14㈮　午前

④Excel応用講座(Excel経験者） 8/18㈫～21㈮　午前

⑤Excel活用講座(Excel経験者） 8/25㈫～28㈮　午前

⑥Access基礎講座(Excel経験者） 8/ 3㈪～ 6㈭　午後

⑦Access応用講座(Access経験者） 8/25㈫～28㈮　午後

⑧PowerPoint基礎講座(Woｒｄ経験者） 8/11㈫～14㈮　午後

⑨Excelを使った表計算講座〔全10回〕 8/17～9/16の㈪㈬
19:00～21:00

⑩切り絵講座〔全4回〕 9/1㈫･15㈫･29㈫、10/13㈫
各13:00～16:00

⑪マンション管理士･管理業務主任者受験講座
〔全27回〕

8/19～10/21の㈪㈬㈮
（9/21を除く）18:30～21:00

松戸地域職業訓練センター 
講座のお知らせ 　

定員①～⑨各先着5人⑩先着15人⑪先着20人　費用①～⑧各12,000円（会
員事業所または団体会員は10,000円）⑨24,000円（会員事業所または団体
会員は20,000円）⑩4,000円（道具代・教材費実費）⑪45,000円（テキスト
代実費、会員事業所または団体会員は40,000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、3人以下の場

合⑨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 

要申込

Windows10
使用

同館
ホームページ

市ホームページ

健康ファイル

8月 児童福祉館・
こども館の催し物 無料無料

まつど健康マイレージ
付与 …

広報まつど　2020（令和2）年7月15日6

7月 25日㈯に、広報まつど�平和特集号を発行します。　問総務課☎ 366－ 7305

相談名（原則予約制） 日時 予約・問い合わせ

思春期相談（電話のみ・予約不要） ㈪～㈮ 9:00 ～ 17:00
（祝日を除く）

☎361－2138精神保健福祉相談 8/  6 ㈭・17 ㈪
各 14:00 ～ 16:00

酒害相談 8/20 ㈭ 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

松戸健康福祉センター（松戸保健所）各種無料相談 要申込 



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

21世紀の森と広場内

博物館
〒270−2252松戸市千駄堀671
☎384−8181

開館時間…9:30～17:00(入館は16:30
まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館）、館内整理日、年末年
始
常設展観覧料…一般310円、高校・大学
生150円
※障害者専用以外の駐車場はありませ
ん。21世紀の森と広場の有料駐車場を
ご利用ください。

◆吾妻鏡を読む〔全5回〕
9/3㈭・17㈭、10/1㈭・15㈭・
29㈭各18:30～20:30　会場ゆ
うまつど　講師同館学芸員　定
員30人（抽選）　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の場合があり
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

　7/15号では運動公園の催し
物の掲載はありません。

　7/15号では「スポーツ」コー
ナーの掲載はありません。

開館時間…9:30～17:00(入館は16:30
まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館）
入館料…共通券一般320円など。個別
券一般は250円（戸定邸）、150円（歴
史館）など

◆夏季展「坂川・江戸川水景色」
7/18㈯～9/13㈰ 
※詳細は1面をご覧ください。

戸定歴史館
☎362−2050
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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）

※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
（電話相談のみ）。
※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。　　　
　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。 市ホームページ

申8/12㈬〔必着〕までに、市ホー
ムページまたは往復はがき（1
人1枚）に郵便番号・住所・氏名

（ふりがな）・電話番号・返信用
宛名を記入して、「吾妻鏡を読
む」係へ
◆博物館でアート（①小学4年
～6年生②中学生）
①8/19㈬②8/20㈭ 各13:30
～16:00　会場同館実習室　
内容色えんぴつのテクニックを
マスターして、アートな作品を
作る　講師学習支援専門員　定
員各10人（抽選）　費用無料　
申8/5㈬〔必着〕までに、市ホー
ムページまたは往復はがき（1
人1枚）に、郵便番号・住所・
氏名（ふりがな）・学年・電話番
号・返信用宛名を記入して、①

　上本郷・和名ケ谷・大橋の3地区では獅子舞が演じられており、地元で
は演者・獅子頭・獅子舞をいずれも「シシ」と呼びます。この獅子舞は
テレビで見られるようなお正月の獅子舞とは異なり、獅子頭を１人につ
きひと頭

かしら

ずつかぶり、3人で演じる形式のもので、ここでは便宜的に「三
匹獅子舞」と呼んでおきます。
　廃絶・中止されたものを除くと千葉県内にはおよそ30カ所の三匹獅子
舞の伝承地がありますが、全国では1,000カ所ともいわれるほど数多く
あり、それも東日本に集中しているのが特徴です。3人はオス2頭、メス
1頭の構成で、この他に花笠、猿、笛吹きなどが一緒になっています。
　歴史的な史料が残されていないので、いつ頃から演じられるように
なったのかは不明ですが、唯一上本郷にある風早神社に残された史料に
「明和7年」の年号があるので、1770年頃にはすでに演じられていたと
考えてよいでしょう。三匹獅子舞は一種の流行芸で、かつての都（京都）
で演じられていた芸能が江戸に伝わり、そこからさらに東日本全体へと
拡散していったと考えられています。各地の史料や伝承から、それは17
世紀後半から18世紀にかけてのことと推定されており、松戸市内の事例
もそれを裏付けています。
　市内の獅子舞は9月から10月の祭礼のときに行われるので、現地でご
覧いただくのが一番ですが、博
物館で観ることもできます。2階
「三匹獅子舞」の展示室では獅子
舞の歴史を、1階ビデオブースで
は市内3地区の獅子舞をビデオで
紹介していますので、ぜひ一度ご
覧ください。

市立博物館学芸員による 三匹獅子舞
問市立博物館☎384－8181

◆文化振興の助成を受け付け
期間 8/3㈪まで内基礎医学・伝統芸能・
伝統技芸・音楽・演劇・絵画・工芸・彫
刻・スポーツの各分野で1件100万円を
上限として助成対県内在住または県内
で活動している個人・団体問（公財）土屋
文化振興財団☎364－3689（平日のみ）
◆認知症介護相談交流会
日7/31㈮13時～15時会新松戸市民セ
ンター定先着8人問認知症コールセン
ター☎043－238－7731（㈪㈫㈭㈯各
10時～16時）

◆遺言書の書き方・生前贈与①セミナー
②無料相談会
日①8/1㈯13時～15時②8/7㈮9時～
12時会市民会館定先着20人費①500円
申電話で NPO 老いじたくあんしんねっ
と松戸支部長・杉浦☎090－9804－
0830へ
◆松戸子育てカレッジ「子育て広場 おや
こで“ゆるりん”」 
日8/3㈪・7㈮・17㈪・21㈮・28㈮各10
時～12時　※8/21㈮は講座「いっしょ
につくろう」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円問聖徳大
学☎365－1111(代表)
◆高校生の保育士体験サマースクール
～あなたも保育の感動体験をしてみませ
んか？～
日8/18㈫10時～11時30分、8/19㈬9
時30分～12時、8/20㈭9時30分～15
時30分、8/21㈮9時30分～11時30分
会野菊野こども園対市内在住・在学の高
校生定若干名申7/27㈪までに、電話で
同園☎365－8385へ

◆MY TREE ペアレンツ・プログラム（少
人数での語り合い）〔全16回〕
日10/22～2021(R3)/2/25の㈭（12/
24・31、2/11を除く）各12時～14時30
分会プラッツ習志野（京成大久保駅下
車）対子育てに苦しさを感じている保
護者定先着10人　※一時保育あり（要
申込）申電話で習志野市子育て支援課☎
047－453－7322（平日9時～17時）へ

「8月19日博物館でアート（小学
生）」②「8月20日博物館でアー
ト（中学生）」係へ　※保護者は
室内に入れません。

　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。

　マイナンバーカードを取得し、必要な手続きを行った後に、選択し
たキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物をすると、支
払った額の25% のマイナポイント（1人あたり最大5,000円分まで）が
もらえます。
対象期間9月～2021（令和3）年3月
必要なもの 
◦マイナンバーカード
◦マイナンバーカードの利用者証明用パスワード（4桁）
◦�利用するキャッシュレス決済の決済サービスIDとセキュリティコー

ド　※各サービスのホームページなどでご確認ください。サービス
によっては別途事前登録が必要な場合があります。
手続きの方法
◦スマートフォンを利用する場合
App StoreまたはGoogle Playでマイナポイントアプリをインストー
ルし、アプリ内で手続きを行う　※対応端末は限られます。
◦パソコンを利用する場合
マイナポイント事業サイトでマイキーID作成・登録準備ソフトをイン
ストールし、公的個人認証サービスに対応したカードリーダーを使用
してソフト内で手続きを行う
◦施設で手続きを行う場合
市役所・支所または郵便局・コンビニエンスストア・携帯電話事業者の
ショップなどに設置された端末で手続きを行う
※手続き方法の詳細は、マイナポイント事業サイトをご

覧ください。
マイナポイント・マイキーID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時30
分まで）〕 または行政経営課☎366－7311
　マイナンバーカードの申請・交付・パスワードの再設定について
　�松戸市個人番号カードコールセンター☎366－8178 〔8時30分～

17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕 

キャッシュレス決済で20,000円支払うと
5,000ポイントもらえる！

◦◦◦◦◦◦マイナポイント制度が始まりました◦◦◦◦◦◦

マイナポイント
事業サイト 

市ホームページ

上本郷の獅子舞

大橋の獅子舞和名ケ谷の獅子舞

スマートフォン・タブレット用アプリ「マチイロ」を利用して広報まつどを配信しています。ぜひご利用ください。



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。

Matsudo City International Portal

Matsutaku – Keep Calm and Enjoy Good Food
Due to Chiba’s State of Emergency, I was unable to dine out. Some 
restaurants in the city offered takeout options, but I was unsure 
whether I should even go outside during a time like this. Thanksfully, 
Matsudo City came out with “Matsutaku Demaebin,” a service where 
you order food from a restaurant, and then a taxi driver picks it up to 
deliver it near your home. The service is free, so long as your home 
is within 5km of the restaurant and your order is over 1000 yen. In 
Vietnam, bike delivery services are widespread and very convenient, 
but this was the first time I had heard of taxi delivery. It’s quite useful 
too, isn’t it? There are plenty of options, such as Japanese food, 
Chinese food and Italian food. I made my order at 10am and the 
delivery came exactly at 12pm. The food was still piping hot when it 
arrived. One minor thing to note is the delivery came in disposable 
plastic containers. To make sure it’s recycled, I thoroughly washed 
everything before throwing it away. Despite that, I was happy to 
be able to eat delicious food even though I could not go outside. It 
would be great if I could use this service again and again.

おいしく頂きました！
I had a nice meal!

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

 Here comes Ha!

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

ンなど豊富です。10時に注文して、12時
ぴったりに注文の品物が届きました。出来
たてでほくほくと温かく、とてもおいしかっ
たです。出前なので、プラスチックの容器
に入っています。リサイクルするため捨て
る前に洗い、分別しました。家にいながら、
おいしい食べ物
を食べられると
気持ちも明るく
なりますね。 普
段でもこのよう
な便利なサービ
スを利用できれ
ばいいなぁと思
います。

わくわくまつタク
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
外出や外食を自粛していました。市内には
テイクアウトが可能な飲食店もありますが、
出掛けようか出掛けまいか迷いますね。そ
こで、松戸市が開始した「まつタク出前便」
を利用しました。飲食店に電話をすると、
注文の品物をタクシードライバーが飲食店
で預かり、自宅付近まで配達してくれます。
配送料は無料です（自宅と飲食店の間が5
㎞以内かつ商品購入代金1,000円以上が対
象）。ベトナムはバイクデリバリーが普及し
ており、よく利用していました。タクシー
デリバリーは初めて聞きましたが、便利で
すね。対象店舗は、和食、中華、イタリア

市内PCR検査機器メーカーを
市長が表敬訪問しました

浬か
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ち
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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!

2018（平成30）年7月生 
菜の花よりも可愛いこ
んくん！また、来年も来
ようね！ 

2020（令和2）年3月生
入院中の面会制限で1人不安を抱
えながらの出産でしたが、とっても
元気に生まれて来てくれました！

2020（令和2）年4月生 
かいりくん、うまれてきてくれ
てありがとう！パパのように強
く、ママのように優しく育ってね。 

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
2020.7.15
（令和2年）

８

スポットライト

　「無意識に没入していれば、いつの間にか作
品が出来上がっているんです」そう語るのは、
松戸市出身の野々上聡人さん。今年2月に、日本
を代表する芸術家の一人・岡本太郎氏の精神を

継承し、自由な視点と発想で現代社会に鋭いメッセージを突き付け
る作家を顕彰する「岡本太郎現代芸術賞」を受賞しました。
　小さい頃から、自然体のまま絵を描いてきた野々上さんは、創作
において「迷ったことがない」と言います。学問としてアートを学
ぶことなく、自分の目で見て肌で感じ取ったものを、その通りの形
にすることで表現してきました。その手法は必ずしも絵画に限ら
ず、立体物やアニメーションなど、表現したいものによってさまざ
まな形で作品を創り出します。
　そんな野々上さんでも、思い通りに創作できなくなった時期が
あったと言います。「それは自分が『天才』ではなくなった衝撃的
な瞬間でした。『天才』とは状態なんです。誰でも持っている要素
で、それをいかに上手く使うかというだけなんですが、ある時突然
コントロールできなくなりました」と振り返ります。自分の状態を
意識的に創る必要性に気づき、それを乗り越えたそうです。
　これまでオーストラリアやドイツに渡り、現地で個展を開くなど海外
でも活躍してきましたが、現在は地元・松戸に戻ってきています。「アー
ティストやクリエイター向けの物件を提供してくれる不動産屋があっ
たのが大きかったですね」と言う野々上さんは、常盤平にアトリエを構
え、2018年には松戸市美術展で市長賞・新人賞を受賞しました。
　美大に通わずにアートの世界で創作を続けてきた野々上さんは、
業界内でも異色の経歴と評価されてい
ます。「こういう経歴でも賞を獲れるとい
うことを証明できました。自分と同じよ
うに独学でアートをやっている人のモチ
ベーションになれば」と、芸術の道が一
つではないことを自ら示し続けます。
　「子どもの頃と今の行動原理は変わっ
ていません。『ワクワクすること』しか
しないことです。今は絵の中の重力を
ぐにゃぐにゃに超越しようとしていま
す」と語る野々上さんは、自分の感性を
アップデートしながら、今まで通り自
然体でキャンバスに向き合います。

「ワクワク」を原動力に、
「感じたまま」を形に

アーティスト・野
の の う え

々上聡
あ き ひ と

人さん

岡本太郎賞受賞作品『ラブレター』

田島社長（左）から説明を受ける本郷谷市長

　北松戸工業団地内の企業
「プレシジョン・システ
ム・サイエンス株式会社」
を本郷谷市長が表敬訪問し
ました。
　同 社 が 開 発 し た 全 自 動
PCR検査装置は、手作業で
は高度な技術を必要とし、
解析に時間がかかるPCR検
査を全自動で行うことがで
き、検査結果が2〜3時間程
度で分かります。そのため、医療従事者の感染リスクを抑えつつ、より多く
の検査を行うことができます。これまでフランスなど50カ国以上で利用され
ており、今年4月には感染症対策に貢献したとして駐日フランス大使から同
社に感謝状が贈られました。国内では、すでにこの装置での検査に保険が適
用されており、新型コロナウイルス感染症の第2波への対策の一つとして期
待されています。
　同社の田島秀二社長から装置の説明を受けた市長は、市立総合医療セン
ターで導入を検討する意向を示しました。
問商工振興課☎711－6377

インスタグラム

来年1月に、台東区のm
モ グ ラ グ

ograg g
ギ ャ ラ リ ー

alleryで野々上さんの個展が開
催される予定です。最新の情報やその他の作品は、野々上さん
のインスタグラムをご覧ください。
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