
市では、新型コロナウイルス感染拡大の影響が大きい子育て世帯や妊婦を支援するため、
新たに緊急支援対策を実施します。

　新型コロナウイルスの影響で、養育費の不払いが増加していることか
ら、養育費が不足しているひとり親世帯に給付金を支給します。
支給期間10月～2021（令和3）年3月
対象ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付対象者で、次のいずれかに
該当する人（生活保護受給者を除く）●新型コロナウイルスの影響で養育
費が減った●配偶者との死別や未婚、離婚時に取り決めなかったなどによ
り、養育費をもらっていない●養育費が子ども1人あたり月1万円未満
支給額子ども1人あたり月1万円
申請方法詳細は広報まつど10月1日号や市ホームページでお知らせします。

子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

　子どもが自宅で過ごすことが増えていることから、その時
間を充実したものにできるよう、図書カードを配付します。
対象2002（平成14）年4月2日～2017（平成29）年4月1日
の間に生まれた子ども　金額1人あたり5,000円分
配付方法対象の子がいる世帯宛てに市から簡易書留で郵送
します（申請不要）　※発送時期が決まり次第、改めて広
報まつどや市ホームページでお知らせします。

子ども政策課☎704－4007

　妊婦が電車やバスなどを利用せずに安心して妊婦健診の受診などができるよう
産科医療機関までタクシーを利用した際の費用の一部を助成します。
助成対象期間10月1日～2021（令和3）年3月31日
対象市内に住民登録があり、母子健康手帳の交付を受けた妊婦
必要書類タクシー・病院の領収書など
助成額1回3,000円以内（最大30回）

市ホームページをご覧ください　
子ども家庭相談課母子保健担当室☎366－5180

養育費をもらえていないひとり親世帯へ養育費をもらえていないひとり親世帯へ
子ども１人あたり月額1万円を支給します子ども１人あたり月額1万円を支給します

3歳児～18歳の子どもに3歳児～18歳の子どもに
5,000円分の図書カードを配付します5,000円分の図書カードを配付します

　特別定額給付金の対象にならなかった新生児を養育する世帯に、市独自の給付金
を支給します。
対象2020（令和2）年4月28日～2021（令和3）年4月1日の間に生まれ、生後最初に
住民登録を行った自治体が松戸市である子ども
支給額1人あたり10万円　申請方法対象者には市から申請書を送付します。口座番号
などの必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。

市民自治課新生児臨時給付金担当室☎712－2351

妊婦向けにタクシー料金を妊婦向けにタクシー料金を
助成します助成します

44月月2828日以降に子どもが生まれた世帯に日以降に子どもが生まれた世帯に
1010万円を支給します万円を支給します

市ホームページ

2 面にも新型コロナウイルス緊急支援
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●事業者向けの新型コロナウイルス緊急支援
●9月21日は世界アルツハイマーデー
●博物館企画展「松戸と徳川将軍の御鹿狩」
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子育て世帯子育て世帯やや妊婦妊婦に対するに対する
新型コロナウイルス緊急支援新型コロナウイルス緊急支援をを
行います行います

「『こんな時だからこそ』垣根を越えてつながる人たち」
市民活動特集を折り込んでいます



総合医療センターに
全自動PCR検査機器を導入しました

　緊急事態宣言下や休校中でも安定的な運行を確保した、市内を運行す
るバス・鉄道事業者や市内に営業所を有するタクシー事業者に支援金を
交付します。
交付額
バス事業者路線1系統につき20万円
タクシー事業者保有する車両1台につき5万円
地域鉄道事業者一律500万円
交通政策課☎704－3996

　市内で農業を営む個人・法人が、人と直接接触して販売する機会を減
らしながら販売の機会を確保するために自動販売機などを導入した際
に、補助金を交付します。
補助額対象経費の75%（最大100万円）
申請期間10月1日㈭から　※2021（令和3）年3月
31日までに事業の終了報告を行う必要があります。
農政課☎366－7328

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、売り上げが落ち込んでい
ながら、国の支援を受けられない事業者を支援するため、支援金を交付
します。
対象売上が前年と比較して20%以上落ち込みながら、国の持続化給付金
の対象にならなかった、主たる事業者が松戸市にあり、市税を滞納して
いない中小企業・個人事業者・医療法人・NPO
法人・社会福祉法人など
交付額10万円～50万円（常時雇用者数による）
商工振興課☎711－6377

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている商店会が感染拡大防
止のために行う取り組みに対し、応援金を交付します。
対象経費感染拡大防止のためのチラシ・ポスターの作成や備品購入の費
用など
交付額10万円～60万円（所属
会員数による）
商工振興課☎711－6377

事業者向けの新型コロナウイルス緊急支援事業者向けの新型コロナウイルス緊急支援

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。

個人向け総合相談窓口

　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

　中小企業・小規模事業者向けの各種助成金の申請サポートや融資制度の紹介など、さまざま
な相談に対応します。
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）　
相談員中小企業診断士、松戸商工会議所経営指導員、市職員など
電話で同会議所☎364－3111へ

事業者向け総合相談窓口（要予約）

　事業範囲を広げたい、新たな顧客をみつけたい、効果的なPR方法を知りたい…そんな売上
回復のための悩みに、専門家がともに課題解決に取り組みます。
日時月曜10時～16時　会場松戸商工会議所会館2階（松戸駅下車）
対象市内事業者、市内で創業予定の人
電話で商工振興課☎711－6377へ

コロナ禍の売上回復相談～県よろず支援拠点のサテライト窓口～（要予約）

　市では、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用情勢の急激な悪化を
受け、影響を受けた人への緊急雇用対策として、任期付職員を募集します。
受験案内書配布方法市ホームページまたは直接人事課（閉庁日を除く）で
勤務時間・勤務場所・業務内容・給与詳細は市ホームページへ
任用期間採用日から2021（令和3）年3月31日まで
受験資格新型コロナウイルスの影響で勤務先から採用内定を
取り消された、または退職を余儀なくされた市内在住の人
採用人数5人程度
9月18日㈮〔消印有効〕までに、郵送で人事課（☎366－

7306）へ　

任期付事務職員を雇用します
新型コロナウイルス感染症緊急雇用対策

　新型コロナウイルス感染症
の検査能力向上のため、総合
医療センターに全自動PCR検
査機器（市内メーカー「プレ
シジョン・システム・サイエ
ンス㈱」製）を導入しまし
た。この装置を使用すること
で、検査の際の医療従事者の
感染リスクを下げ、検査結果
をより迅速に出すことができるようになります。
　当面は救急搬送時など、緊急性の高い患者の検査に活用してい
く予定です。
総合医療センター管財課☎712－0756市ホームページ

市内の公共交通事業者へ
支援金を交付

前年と比べて売り上げが20%〜50％落ち込んでいる
市内の中小企業などへ支援金を交付

流通設備（自動販売機など）を導入する
農業者へ補助金を交付

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行った
商店会へ応援金を交付

バス・鉄道・タクシー事業者を支援 中小企業等を支援

農業者を支援 商店会を支援
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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。
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聴覚や言語に障害のある人も聴覚や言語に障害のある人も119番通報119番通報できますできます

N
ネ ッ ト

ET1
いちいちきゅう

19緊急通報システムの
登録を受け付けます  要申込

　携帯電話端末の簡単な画面操作で119番通報できるサービスです。利
用には事前登録が必要です。
　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2020(令和2)年度の登録説明
会は中止します。代わりに、下記の期間中随時、新規・変更登録や説明
などを特設窓口で行います。詳細はお問い合わせください。
窓口開設期間10月1日㈭～11月30日㈪
時間月～金曜9時～16時　祝・休日9時～17時（消防局のみ）
会場消防局警防課、障害福祉課
対象市内在住・在勤・在学の聴覚や言語に障害のある人またはすでに登
録していて携帯端末の機種変更やメールアドレスの変更をした人

氏名・住所・メールアドレス・FAX番号 ・希望日時・必要な通訳（手
話または要約筆記）を記入して、FAXで消防局警防課 363－1140ま
たは障害福祉課 362－8283へ
問消防局警防課 363－1140、 mcfdkeibou@city.matsudo.chiba.
　jp、障害福祉課 362－8283、 mcshougaihukushi@city.matsu
　do.chiba.jp

　買い物などの短時間利用で
ご活用ください。
※詳細は市ホームページをご
覧ください。
問交通政策課

☎366－7439

重点目標
◦子どもを始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保
◦高齢運転者等の安全運転の励行
◦夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止

交通マナーを守りましょう
  秋口は日没が早まります。夕暮れ時や夜間には、歩行中・自転車乗用
中の交通事故が起きやすくなりますので注意しましょう。
　飲酒運転、妨害運転（いわゆる「あおり運転」）などの危険運転に
よる悲惨な事故も発生しています。「事故を起こさない」だけでなく
「事故に遭わない」ためにも、一人ひとりが交通ルールを守り、正し
い交通マナーを実践しましょう。

～ 夕暮れの～ 夕暮れの    一番星は  反射材 ～一番星は  反射材 ～

9月30日㈬は9月30日㈬は交通事故死ゼロを目指す日交通事故死ゼロを目指す日

11月1日㈰「 出張！なんでも鑑定団in松戸」は
無観客で収録を行います

10/1㈭に馬橋駅西口に2時間無料の
自転車専用機械式駐輪場がオープンします

9月21日㈷～30日㈬は9月21日㈷～30日㈬は
秋の全国交通安全運動期間秋の全国交通安全運動期間

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

市ホームページ

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、テレビ局と協議のうえや
むなく無観客で収録することになりましたので、ご了承ください。な
お、放送日は、決まり次第広報まつどや市ホームページでお知らせし
ます。
※鑑定依頼の採用決定者には、10月20日㈫頃に番組制作会社から連絡
があります（連絡がない場合は不採用です）。
問文化観光国際課☎366－7327

今年度の①南部市場祭②市民運動会
は新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止します
①消費生活課☎366－7329②スポー

ツ課☎703－0601

東部市民センターは、排煙設備改修工
事のため2021(R3)/1/4㈪〜3/31㈬の
間4階ホールの貸し出しを休止します

　ホール以外は通常どおり使用できま
す 東部支所☎392－3061

10/1㈭〜2021(R3)/3/31㈬の間
古ケ崎河川敷スポーツ広場出入口ゲー
トの開放時間は7時30分〜17時にな
ります
スポーツ課☎703－0601

9/18㈮に①敬老祝金1万円②お祝い
メッセージカードをお贈りします
対9/1現在、市内に住民登録があり、
今年度中に①満100歳以上②満88歳に
なる人　※①の対象者には6月に口座
振込依頼書を郵送し、提出いただいた
口座に振り込みます。依頼書が届いて
いない場合はご連絡ください 高齢者
支援課☎366－7346

植木の剪
せんてい

定(10月〜12月)
内枝おろし・刈り込み定月100件程度
費作業内容による（ごみは自己処理）
申電話で（公社)シルバー人材センター
☎330－5005へ

8月は防災行政無線で9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

市営住宅入居者募集
募集期間 10/1㈭～10㈯入居資格◦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（単身申し込み要件を満たす人を除
く）◦持ち家を有していないなど、現
に住宅に困窮していることが明らかな
人◦所定の方法で算出した月収が、一
般=15万8千円以下、高齢者・身体障害
者など（条件あり）=21万4千円以下
案内書配布9/28㈪～10/10㈯の間に、
住宅政策課・各支所・行政サービスセ
ンターで入居開始時期 11月下旬頃申募
集期間内〔消印有効〕に、郵送でのみ
受け付け　※応募者多数の場合は公開
抽選。家賃・必要書類などは、募集案
内書をご覧ください 住宅政策課☎
366－7366

県営住宅入居者募集
募集期間10/1㈭～15㈭入居資格◦住宅
に困窮していて、同居親族がいる人◦
所定の方法で算出した月収が一般=15
万8千円以下、高齢者・身体障害者など
（条件あり）=21万4千円以下
申込書配布9/28㈪から、市住宅政策課・

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

木造住宅耐震相談会
日①9/24㈭10時～12時②10/24㈯③
11/5㈭④2021(R3)/2/3㈬⑤3/4㈭各
10時～16時会①常盤平③新松戸④馬橋
各市民センター②市役所新館8階会議
室⑤市役所新館7階会議室内2000(平
成12)年以前に建築した木造在来軸組
工法の住宅（地上2階建て以下）の簡易
耐震診断持平面図（間取り図）申電話
で建築指導課☎366－7368へ

手品を楽しみまショー
日9/27㈰13時30分～14時30分（13時
から受け付け）会馬橋東市民センター
定先着30人　※未就学児入場不可費
300円（小・中学生無料）申電話で同
センター☎346－2055へ

古民家「旧齋藤邸」造形講座〜竹紙
で絵手紙を作ろう！〜
日10/8㈭・24㈯各13時15分同邸（紙
敷588）集合、15時30分現地解散講日
本画家・泉晴

せいこう

行氏定各先着9人持飲み
物、虫よけスプレー申9/30㈬までに、
電話で社会教育課☎366－7462へ

福祉のしごと就職フェア㏌ちば
日10/10㈯13時～16時（12時30分開

場）会市川グランドホテル内就職面談
(社福)千葉県社会福祉協議会千葉県

福祉人材センター☎043－222－1294

まつどファミリー・サポート・センタ
ー①育児支援②出生直後支援 提供会
員基礎研修会〔各全2回〕
日 ①10/13㈫・14㈬ ②10/21㈬・22
㈭各9時30分～16時30分会ゆうまつど
申電話で同センター☎330－2941へ

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日10/15㈭10時～
10時30分会太郎公園（樋野口798の
1）定先着100人 市民安全課☎366
－7285

松戸市緑推進委員会
日9/28㈪10時～12時会市役所新館7
階大会議室　※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 み
ど り と 花 の 課 ☎366－
7378 市ホームページ

お知らせ

講座・講演・催し

会議

馬橋駅

噴水
西口

馬橋駅西口第2駐輪場
2020（令和2）年10月1日オープン

馬橋駅西口
駐輪場

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　

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



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） 10/ 5㈪～ 8㈭　午後

Wordを使った文書作成講座 10/26㈪～29㈭　午前
Excelを使った表計算講座 10/ 5㈪～ 8㈭　午前
Excel応用講座（Excel経験者） 10/12㈪～15㈭　午前
Excel活用講座（Excel経験者） 10/19㈪～22㈭　午後
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ基礎講座（Woｒｄ経験者） 10/26㈪～29㈭　午後
Access基礎講座（Excelのデータベース経験者） 10/19㈪～22㈭　午前
Windows10の使い方講座 10/12㈪～15㈭　午後

松戸地域職業訓練センター 
講座のお知らせ 　

定員各先着5人　費用各13,000円（会員事業所または団体会員は11,000
円）　※ 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 

要申込
Windows10

使用

シルバー人材センター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

コース 日程

① スマホの選び方 10/ 6㈫

② スマホの操作 10/ 6㈫

③ タブレットの操作 10/ 8㈭

④ Windows10の操作 10/14㈬

⑤ スマホで決済 10/15㈭

⑥ 個別相談 10/20㈫

時間①④⑤⑥9時30分～12時②③
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

食べられないスイーツ
10月4日㈰10時30分～11時30分
講師フラワーアレンジ教室虹の花主宰・
岩
いわやなぎ

柳雅枝氏　定員先着8人
持ち物ハサミ、新聞紙、持ち帰り用の袋　
費用1,500円

秋植え球根をきれいに
咲かせよう！
10月11日㈰10時～11時
講師花

か き

卉園芸家・後
ご か ん

閑早苗氏　
定員先着8人　持ち物持ち帰り用の袋　
費用1,000円

スパイシースプーン
10月13日㈫10時～11時
講師松戸ハーブボランティア・廻

え が み

神千恵子氏　
定員先着8人　持ち物ピンセット　費用800円

共通 会場同公園マグノリアハウス
9月16日㈬9時から、電話で同公園管理センター

☎384－4
よ い は な

187へ

東松戸ゆいの花公園の講座東松戸ゆいの花公園の講座 要申込里やまボランティア里やまボランティア
入門講座2020入門講座2020〔全5回〕

　都市の樹林の役割と現状を学び、森を
歩きながら、仲間と共に松戸の緑につい
て考えてみませんか。
※消毒の徹底や3密回避など、新型コロ

ナウイルス感染予防対策を実施して開
催します。

時間9時30分～13時　対象市内在住・在勤・在学
定員13人（抽選）　費用2,000円

9月30日㈬〔必着〕までに、ちば電子申請サービスま
たははがき、Eメールに住所・氏名（ふりがな）・年齢・電
話番号・FAX番号を記入して、〒271－8588松戸市役所
　みどりと花の課 mcmidori@city.matsudo.chiba.jp

（☎366－7378）へ

ちば電子申請
サービス

日時 会場 内容 講師・協力

10/22㈭
21世紀の森
と広 場 パ ー
クセンター

●里やまって何だろう？
●里やまを歩いてみよう

森林インストラク
ター・渋谷孝子氏

10/29㈭
八ケ崎の森、
21世紀の森
と広 場 パ ー
クセンター

●小さな森のものがたり
●行政と里やまボランティア

松戸里やま応援団、
市職員

11/ 5㈭ 囲い山の森 ●森の安全心得
●森のお楽しみ（工作体験など）

松戸里やま応援団11/ 6㈮～
11/25㈬の
うち1日

市内各地の森
●松戸にもたくさんの森があ

る、お気に入りの森を探そ
う！

11/26㈭ 稔 台 市 民セ
ンター

●里やま体験を振り返る、
知ったこと・やってみたい
こと

緑のネットワーク・
まつど副代表・
高橋盛男氏

　2020(令和2)年3月2日から5月28
日までの期間に実施した定期監査結果お
よび財政援助団体等監査結果の概要を公
表します。

定期監査
監査の対象生涯学習部（10課)、学校教育部
（5課・4校)、監査委員事務局、水道部（2
課)、建設部（7課)、病院事業〔管理局、事務
局（5課)、東松戸病院総務課、附属看護専門
学校、介護老人保健施設梨香苑〕
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、意見および指摘事項は次のとおり。
意見
　未収金の徴収については、鋭意努力されて
いるところであるが、解消に向けて引き続き
努力されたい。
財政援助団体等監査
監査の対象（所管部局）財政援助団体監査＝（公財）松戸みどりと花の基金（みどりと花の課）、指定
管理者監査＝東京ドームグループ（市民自治課）
監査の結果会計経理に係る事務処理および帳簿ならびに証拠書類等は適正で、適切に運営されてい
るものと認められた。

監査結果を公表します監査結果を公表します
監査委員事務局☎366－7385

未収金の種類
部署 未収金の種別

水道部総務課 水道料金未収金

建設総務課 道路占用料未収金

下水道経営課 受益者負担金・
下水道使用料未収金

総合医療センター医事課 診療費等窓口未収金

東松戸病院総務課 診療費等窓口未収金

介護老人保健施設梨香苑 介護サービス費等窓
口未収金

指摘事項
区分 内容 件数
収入 調定がされていなかったもの 2件

支出 支出時期が適切でなかったもの 1件
賃金の支給に誤りがあったもの 1件

契約

予定価格（調書）の記載が適切でなかったもの 6件
予定価格の事務処理に誤りがあったもの 2件
契約書の収入印紙額に誤りがあったもの 1件
契約保証金の納付時期が適切でなかったもの 1件

その他 非常勤職員等の勤務時間の定めが守られてい
なかったもの 2件

合計 16件

2020(令和2)年7月29日
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
書館本館および市ホームページで閲覧で
きます。

要申込
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9月23日㈬に、まつどD
で

Eいきいき高齢者フレイル予防特集号を発行します。　 高齢者支援課☎366－7343



収穫時期12月～2021（令和3）年2月（1～2回程度収穫できます。天
候などにより左右されます）　会場高橋農園（旭町）、谷

や ぐ ち

口農園（流山
市野々下、ほうれん草のみ）　費用1区画（1.5㎡）1,500円　※申し
込み多数の場合は、希望区画数を制限し先着順。

9月30日㈬〔消印有効〕までに、はがきに農園名・希望作物の種
類・希望作物ごとの希望区画数・住所・氏名（ふりがな）・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「ほうれん草・小松菜係」（☎366－7328）へ

オンラインで学ぼう！自宅でオリジナルゲームを開発しよう！

小学生向けプログラミング教室〔全4回〕
10月10日㈯・11日㈰・17日㈯・18日㈰各①10時～12時②13時～
15時③16時～18時　※1人につき①～③のうち第2希望まで申し込み可。
内容自宅からオンラインでプログラミングを学ぶ（「繰り返し」「条件分
岐」「座標」「変数」などの基礎からオリジナルゲームの開発など少し難しいこ
とまで）　講師㈱C

シーエー

A T
テ ッ ク

ech K
キ ッ ズ

idsスタッフ　対象全日程参加可能でマウス
操作ができる市内在住の小学4年～6年生で、自宅にインターネットを利
用できる環境がある人（ない場合ルーターを貸し出し）　
※パソコンは全員に配送で貸し出し。
定員各20人（抽選）　費用無料　

9月24日㈭までに、ちば電子申請サービスで
文化観光国際課☎366－7327

要申込

収穫時期①9月19日㈯から②10月上旬から
会場①A小川農園（串崎新田）B土屋農園（松戸新田）②根本農園
（幸田）
費用①A1株250円B9株以下＝1株300円、10株以上＝1株250円
②1区画（約12ｍ）3,000円

電話で各農園（松戸市都市農業振興協議会）①A☎387－2057B
☎362－0025へ②☎090－6193－4688

要申込

9月24日㈭～26日㈯に
私立幼稚園Zoomオンライン
合同説明会を開催します

要申込

ちば電子
申請サービス

無料＆Tシャツプレゼント
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　自宅や外出先からスマートフォン・タブレット・パソコンを利用して市
内の私立幼稚園の説明会に参加できます。
内容幼稚園の説明会、質問会、体験入園、市からの幼児教育無償化制度な
どの説明
参加幼稚園市ホームページをご覧ください

市ホームページで　※後日、登録メールアドレスへ参加に必要
なURL、ZoomミーティングID、パスワード一覧を送信します。

幼児教育課☎701－5126 市ホームページ

敬老の日特別投影
なつかしい松戸の風景と松戸
に伝わる「子

こ わ

和清
し み ず

水」
9月21日㈷10時30分、13時
30分、14時30分、15時30分
（各回約30分）
定員各回先着30人　
費用各50円（65歳以上、中学
生以下、障害者手帳などを持
つ人とその人1人につき付き添
いの人1人は無料。年齢を確認できる物の提示が必要）

投影開始30分前から、同館2階で受け付け

市民会館プラネタリウム室
NAOKO SPACE PLANETARIUM

同館☎368－1237

①さつまいも　②えだまめ
収穫体験をしませんか

ほうれん草・小松菜農園
オーナー募集

MM
マ ツ ドマ ツ ド

ATSUDOATSUDO " "QQ
キュー・オー・エルキュー・オー・エル

OLOL" " AA
ア ワ ー ドア ワ ー ド

WARDWARD
滞在アーティスト紹介滞在アーティスト紹介

　パラダイス・エアが松戸駅から60
分圏内に住むアーティストを対象に公
募・支援を行っているプロジェクト
「MATSUDO “QOL” AWARD」。 8
月11日㈫～9月1日㈫に第3期招へい
アーティスト2人が松戸に滞在しまし
た。
　1～3期と通して滞在した合計7人の
アーティストの活動の様子は、パラダ
イス・エアホームページをご覧ください。
（一社）P

ペ ア

AIR☎364－8832、
文化観光国際課☎366－7327 

白
しろこうじ

小路 紗
さ き

季氏（バイ
オリニスト・東京都
在住）

迫
さこ

 竜
た つ き

樹氏（アーティ
スト・東京都在住）

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 10/  1 ㈭・19 ㈪
14:00 ～ 16:00

酒害相談 10/15 ㈭ 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・検査 要申込 要申込

ここはドコ？
おじいちゃん
おばあちゃんに
きいてみよう！

答えはプラネタリウムに
行けば分かるよ！

　新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、本年度の開催は中止します。
動物病院で接種する場合の流れ
●動物病院で予防注射を接種●市役所で
注射済票の交付手続きを行う（手続きの
代行を受け付けている動物病院もありま
す。詳細は動物病院へご確認ください）
※各病院で診療時間・料金・予約の有無

や混雑の状況などが異なるので、必ず
確認してください。

※市役所での注射済票の手続きは郵送で
も可能です。詳細は市ホームページを
ご覧ください。

2020(令和2)年度2020(令和2)年度
集合狂犬病予防注射は中止します集合狂犬病予防注射は中止します

動物病院で個別に予防接種を動物病院で個別に予防接種を
問環境保全課環境衛生係☎366－7336

市ホームページ

パラダイス・エアホームページ



地区名 電話番号
明第 1 700－5881
明第 2 西 382－5707
明第 2 東 382－6294
本庁 363－6823
矢切 710－6025

地区名 電話番号
東部 330－8866
常盤平 330－6150
常盤平団地 382－6535
五香松飛台 385－3957
六実六高台 383－0100

地区名 電話番号
小金 374－5221
小金原 383－3111
新松戸 346－2500
馬橋西 711－9430
馬橋 374－5533

肝炎ウイルス検診のご案内　 要申込
　肝炎や肝硬変、肝がんの原因の一つと言われているB型・C型肝炎ウ
イルスを早期に発見するための検査を無料で受けられます。
内容問診・血液検査
対象市内に住民登録がある40歳以上で、同検診を未受診の人　
※同ウイルスに感染したことがある人は受診できません。
持ち物松戸市特定健康診査等受診券（きみどり色)・松戸市健康診査共
通受診券（きみどり色)・肝炎ウイルス検診受診券のいずれかと保険証
などの本人確認ができるもの　費用無料

電話で市内委託医療機関（受診券に同封されている一覧に記載）へ
健康推進課☎366－7487

認知症予防教室（本庁・矢切）「歴史を学びながら、歩いて
探索しよう」〔全7回〕 要申込  　
①9月29日㈫、10月7日㈬・20日㈫・28日㈬、11月17日㈫②11月
5日㈭・12日㈭各10時～12時　会場①市民会館②矢切公民館
対象本庁・矢切地域在住のおおむね65歳以上　定員先着20人
費用無料

9月23日㈬までに、電話で本庁高齢者いきいき安心センター☎363
－6823へ

認知症サポーター養成講座　 要申込  　
9月29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

認知症予防教室（馬橋西)〔全3回〕 要申込  　
10月2日㈮・9日㈮・16日㈮各14時～15時
会場馬橋市民センター　対象馬橋西地区在住のおおむね65歳以上で全
回参加できる人　定員先着15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

認知症予防教室（東部)〔全3回〕 要申込  　
10月7日㈬・14日㈬・21日㈬各14時～15時30分　会場和名ケ谷ス
ポーツセンター多目的室　対象市内在住のおおむね65歳以上（全回参
加できる東部地域在住の人優先）　定員先着20人　費用無料

電話で東部高齢者いきいき安心センター☎330－8866へ

認知症予防教室①認知症予防講演会②みんなで始めるダ
イヤビック（高齢者向けエアロビクス） 要申込  
①10月22日㈭②11月12日㈭・26日㈭各14時～15時30分　会場馬橋
東市民センター　講師①市場医院・市場卓氏②ダイヤビックひばり会
インストラクター　対象馬橋地域在住のおおむね65歳以上　定員各先
着20人　費用無料

電話で馬橋高齢者いきいき安心センター☎374－5533へ

　新型コロナウイルスの感染者が7月下旬以降、劇的に増加しています。
社会的な不安要素が増える中、経済的にも考慮して日々生活していく必
要があります。
　過去に「歯科治療は感染リスクが高いので危険｣｢歯医者に行くのはやめ
た方がいい」などと報道されたことがありましたが、日本歯科医師会や歯
科のさまざまな学会では、虫歯や歯周病などを放置し、必要な治療を中断
してしまうことの方がかえって悪影響になるとコメントを出しています。
　インフルエンザやコロナウイルスなどは鼻や口などの粘膜に吸着、侵
入し感染すると言われています。そのため、歯周病や虫歯などにより
関連する細菌が増えると口の中の粘膜防御機能が低下し、より一層のウ
イルス吸着・侵入のリスクが高まると言われています。これは歯周病や
虫歯の細菌が作り出すタンパク質を分解する酵素が、口腔内の粘膜を破
壊・損傷させるからです。口・鼻などの粘膜はウイルス感染を食い止め
るいわば防御壁となっているため、もし感染してしまった場合でも、口
腔内が安定した状態に保たれていると重症化のリスクを抑えられると言
われています。

　進行した歯周病が放置されていたり、大きな虫歯があったりすると、そ
の原因菌が血管中に入り込み菌血症といわれる状態になります。この状況
でインフルエンザや新型コロナウイルスに感染すると、免疫力が低下し敗
血症といわれる状態になり、さらに悪化した場合はサイトカインストーム
（免疫の暴走）が生じます。これらは臓器を損傷させ臓器不全などの障害
をもたらします。よく言われているのが肺炎です。新型コロナウイルスに
感染し重症化するとウイルス性の肺炎を生じるリスクが高まり、普段は何
でもない細菌が免疫力低下により細菌性の肺炎を併発させるのです。そし
て、さらに悪化すると命に関わる状態になってしまうのです。
　よって、「痛くないから｣｢ちょっとぐらい大丈夫」ではなく、歯周病や
虫歯がある人はもちろん、ない人も口の中を健康な状態に保つことはとて
も重要なのです。新型コロナウイルス感染予防対策として、歯科治療や定
期的なメンテナンスを心掛けてください。それでも不安の残る方は、近所
やかかりつけの歯科医とご相談ください。
　現在に至っても、保健所や医療の現場では混乱をきたしており、一生懸
命頑張っている人達の努力が報われていない状況です。また、今の社会は
医療だけではなく行政・飲食・観光・運送などさまざまな業種の方々の献
身と犠牲の上でなんとか成り立っているものであり、その方々に多大なる
敬意を払わねばなりません。我々にできることは何かを改めて考え、周囲
の人に対する“思いやり”を持って行動し、この難局を一緒に乗り越えて
いきましょう。

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

新型コロナウイルス感染対策
としての歯科治療

歯を大切に 215

　国際アルツハイマー病協会（ADI）と世界保健機関（WHO）は、毎年
9月21日を「世界アルツハイマーデー」と制定し、9月を「世界アルツハ
イマー月間」と定めています。
　市では、「認知症になっても地域で安心して生活できるまち」を目指し
て、さまざまな認知症対策を行っています。
問高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343

高齢者の見守りシール（どこシル伝言板）
　認知症などによる行方不明者減少のため、対象の高齢者に連絡用のQR
コードが印字された見守りシールを支給しています。シールを持つ高齢者
が道に迷っているように見えたら、携帯電話でQRコードを読み取って伝
言板にご連絡をお願いします。
対象行方不明になり、防災行政無線で探索されたり、警察に通報・保護さ
れたりしたことがある市内在住の高齢者　※介護施設（グループホームを
含む）の入居者を除く。

高齢者向けGPS端末の利用費用助成
　指定の事業者から高齢者用のGPS端末の貸与を受けた場合に、市がその
費用の一部を助成しています。
GPS端末の種類持ち歩き型、靴内埋め込み型など　※日常生活賠償補償
が無償付帯されるプランあり（県内初導入）　
対象市内在住・在宅で市税の滞納がなく、介護保険法第19条第1項の規定
による要介護認定を受けているか、40歳以上で初老期の認知症・外傷性
疾患などがあり、徘

は い か い

徊行動がみられる人の介護者

認知症に関する相談は、地域包括支援センターへ
　市内15カ所に設置された各センターでは、さまざまな専門職が地域の
皆さんの相談を受け付けています。まずはお近くの地域包括支援センター
へご連絡ください。
各地域包括支援センターの問い合わせ先

認知症に関することは
抱え込まずにご相談ください

歯丈夫 胃丈夫 大丈夫
健康で明るい未来のために

健康ファイル
まつど健康マイレージ
付与 …
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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。



パークセンター講座
☎345−8900

21世紀の森と広場

 全て電話による申込制
 （9:00～17:00）

　
　
　

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

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

◆グループM展
9/19㈯～25㈮
問世

よ も り

森☎341－7529
◆フォトサークル光

こうりゅう

粒写真展
9/22㈷～27㈰
問若林☎080－8706－6969
◆松戸市小中学生観光絵画展
10/3㈯・4㈰
問文化観光国際課☎366－7327
◆松戸あひる会展
10/13㈫～18㈰
問中野☎368－4390

文化ホールギャラリー
☎367−7810

運動公園
☎363−9241

　9/15号では「運動公園」コー
ナーの掲載はありません。

　9/15号では「スポーツ」コー
ナーの掲載はありません。
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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

※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、市ホームペー
ジまたは☎385－1815へ。

◆植物ウォッチング「ツリフ
ネソウの観察」
10/3㈯10:00～11:00、13:30
～14:30　講師自然解説員・加
藤裕一氏　定員各先着10人　
費用無料
◆秋の昆虫いろいろ観察会
10/4㈰10:00～12:00　講師
自然解説員・澤田勝

か つ き

生氏　定員
先着10人（9歳未満は保護者同
伴必須）　費用無料
◆ハロウィンを楽しむフラワー
アレンジメント
10/17㈯10:00 ～11:30　講師
フラワーアレンジメント体験

●健康体操教室（ストレッチ、リズム体操）
日9/18㈮14時～15時30分会青少年会
館対60歳～80歳定先着10人費1,500
円申電話でさわやか体操クラブ・伊

い に し

西
☎345－5711へ
◆認知症本人から聞く～認知症ってどん
な病気？～
日9/25㈮13時～15時会はれの日サロ
ン常盤平店（新京成常盤平駅下車）定
先着10人費500円申電話で介護・認知
症の家族と歩む会・松戸・北川☎090
－5509－5398へ
◆運転ボランティア＆生活支援ボラン
ティア はじめの一歩セミナー
日 ①9/27㈰②10/11㈰③10/18㈰ 各
10時～12時④10/8㈭⑤10/11㈰各13
時30分～15時30分会①常盤平市民セ
ンター②⑤市民会館③④小金原市民セ
ンター定各先着10人申電話でNPOた
すけあいの会ふれあいネットまつど☎
710－7450（平日9時～17時）へ

◆松戸子育てカレッジ「子育て広場 お
やこで“ゆるりん”」 
日10/2㈮・9㈮・12㈪・16㈮・23㈮・
26㈪・30㈮各10時～12時　※10/23
㈮は相談コーナー「子どもの発達につ
いて」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円問同大学☎
365－1111（代表）
●森で楽しむ音楽会
日10/10㈯〔雨天時10/11㈰〕13時～
14時30分会囲いやまの森（新京成常盤
平駅下車）内オカリナ・コカリナ演奏
問松戸里やま応援団一

い っ き

起の会・佐竹☎
090－9812－5614
◆9月開催予定のいぶきバザー（五香・
北小金）は中止します
夏・冬のそうめん・うどんなどの販売
も中止します問いぶきの広場（五香）
☎389－1010、第二いぶきの広場（北
小金）☎341－1167

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。

◆企画展「松戸と徳川将軍の御
お

鹿
ししがり

狩」
9/26㈯～11/15㈰
※詳細は8面をご覧ください。

●常盤平児童福祉館☎387－3320
水曜広場水曜16時～17時　内容文字探しゲー
ム、手作りハロウィンカード、新聞あそび他　
対象主に小学生
中高生の広場（TAPS）①水曜②3日㈯③10日㈯
④17日㈯⑤24日㈯⑥31日㈯各17時～19時
内容①フリータイム②卓球大会③人気アーティ
ストのライブDVDを見よう④話題のカードゲー
ムで遊ぼう⑤なつかしいＴＶゲームで遊ぼう⑥
レジンでキーホルダーを作ろう
歌の広場3日㈯15時～15時30分　内容季節の歌
を歌おう　対象小・中学生
卓球広場10日㈯14時～15時　内容基礎を学ぼ
う　対象小・中学生　持ち物上履き
あそび広場①17日㈯②24日㈯③31日㈯各15時
～16時　内容①ストーンペインティング②絵し
りとり③ハロウィン工作　対象主に小学生

●移動児童館☎387－3320
わくわく広場 稔台市民センター 金曜10時30分～
11時45分　内容牛乳パック工作、ビニール袋

あそび、どんぐり工作他　対象乳幼児と保護者
10組〔9/15㈫10時～電話予約のみ・月2回ま
で可〕　
あそぼう会 東部スポーツパーク 火曜15時～16時
45分（20日㈫除く）　 運動公園会議室 水曜15時
～17時　八ケ崎市民センター 木曜15時～17時
稔台市民センター 金曜15時～17時　明市民センター
第1・3土曜14時～17時　内容オリジナル絵本
製作、じゃんけんゲーム他　対象主に小学生

●六実こども館☎080－3507－3538
開館日・時間 月・水曜（5日㈪を除く）14時30分
～17時、土・日曜10時30分～17時　内容科学
館、折り紙教室、ハロウィンカード作り・リー
ス作り、ハロウィンを楽しもう　対象18歳未満
と保護者

●根木内こども館☎315－2985
開館日・時間 火～金曜15時30分～17時、土・日
曜、祝日14時～17時
おやこDE広場月～金曜10時～17時
※時間・人数制限を行っています。
詳細は同館ホームページをご覧くだ
さい。

●野菊野こども館☎331－1144
開館日・時間 火・木・日曜13時～18時、水・金
曜10時～18時、土曜（3日㈯を除く）10時～
20時
おやこDE広場水・金・土曜10時～12時　対象
0歳～未就学児とその保護者（3歳までは要予約）
中高生タイム土曜（3日㈯を除く）17時30分～
20時
対象中学・高校生　
※時間・人数制限を行っています。
詳細は同館ホームページをご覧くだ
さい。

●森のこども館
☎080－7323－9980（開館日のみ）
（21世紀の森と広場内森の工芸館）
開館日・時間 2日㈮～4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）
※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。

同館
ホームページ

10月 児童福祉館・
こども館の催し物 無料無料

同館
ホームページ

サービス・宮田伸弘氏　定員先
着15人　費用1,000円
◆植物ウォッチング「クルミ
の観察」
10/18㈰10:00～11:00、13:30
～14:30　講師自然解説員・
加藤裕一氏　定員各先着10人
費用無料
◆万葉集に詠

うた

われた秋の草花
10/27㈫10:00 ～11:30、13:30
～15:00　講師自然解説員・
渡邊 勲

いさお

氏　対象高校生以上　
定員各先着15人　費用無料

同館
ホームページ

●東部健康体操クラブ（ストレッチ等）
日㈭14時～15時30分会東部スポー
ツパーク体育館定先着10人費月2,000
円 500円問岸 本 ☎090－6925－
8112
●松戸太極拳倶楽部
日㈯14時～17時会勤労会館定先着5
人費月3,500円 3,000円問菊岡☎
342－3491
●リズム体操クラブ（ストレッチ等）
日㈬11時～12時30分会常盤平市民セ
ンター対女性費月2,000円 1,000円
問吉田☎384－2762
●八ケ崎エアロビクス
日㈫10時～12時会八ケ崎市民セン
ター対20歳以上の女性定先着20人
費 月2,000円 2,000円 問 染 井 ☎
341－6110

●歌謡体操
日㈫15時～16時会新松戸市民セン
ター対60歳以上の女性定先着5人費
月2,500円 2,500円問小

こ せ き

関☎080
－5718－2973
●創

そ う び

美会（絵画サークル）
日第1・3㈫・第2・4㈭各13時～16時
会市民会館費月4,000円 2,000円
問本

ほんじょう

祥☎090－8440－9185
●日中友好中国語サークル
日①㈪10時～12時②㈮13時～15時
会①勤労会館②市民会館他費月3,000
円問恵

え ざ わ

澤☎090－9369－9412
◆書韻社（書の修学）
日第1・3㈪17時～19時会東部市民
センター費月2,300円 3,000円問
腰
こしはら

原☎090－7273－0795

会 員 募 集

上映開始時間 内容

ミュージアムシアター 
(平日）13:15、15:15 
(土・日曜、祝・休日）
15:15

9
月

奇跡の映像 よみがえる100年前の
世界5 市民たちの大戦（50分）

10
月

司馬遼太郎と城を歩く 第7巻　清
州城・浜松城・丸岡城・佐賀城
（60分）

土日祝のキッズシアター
(土・日曜、祝日）13:15

9
月

アニメ ふるさと再生 日本の昔ばな
し「三つの斧」他2話（25分）

10
月

アニメ ふるさと再生 日本の昔ばな
し「屁ひり嫁」他2話（25分）

◆博物館ミュージアムシアター
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、座席を指定して開催し
ます。
会場講堂　定員各先着24人(申込不要）　費用無料

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



市 立 博 物 館 企 画 展

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。

企画展記念講演会 要申込
①将軍御鹿狩後

あ と し ま つ

始末－狩後の将軍と獲物の行方－
②祝祭としての御鹿狩③さまざまな御鹿狩資料
10月①11日㈰②24日㈯③11月1日㈰各13時～15
時　会場①②森のホール21レセプションホール③
市立博物館講堂　講師①國學院大學兼任講師・髙見
澤美紀氏②横浜市立大学非常勤講師・椿田有希子氏
③同館学芸員　定員①②各100人③40人（抽選）　
費用無料

10月①1日㈭②13日㈫③15日㈭〔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、「企画展記念講演会（①②
③のいずれか）」係へ　※内容は変更になる場合が
あります。

　江戸時代の将軍は、下総台地に馬の育成のために設
置していた広大な「小金牧」のうち、今の松飛台の辺
りで多くの武士や農民を動員し、野獣を狩る「御鹿
狩」を行いました。
　この企画展では、江戸時代に4回行われた御鹿狩にまつ
わる古文書・絵図・浮世絵、日本在来馬・鹿・猪などの
剥製、弓矢・火縄銃など、さまざまな資料を展示します。 
会期9月26日㈯～11月15日㈰　開館時間9時30分～
17時（入館は16時30分まで、月曜休館）　会場同館
企画展示室　観覧料310円（一般）、150円（高校生）、
中学生以下無料
問同館☎384－8181

松戸と徳川将軍の御
お し し が り

鹿狩

温故東の花 第五篇 将軍家於小金原御猪狩之図

市ホームページ

　子どもたちが自然への興味や関心を育み、公園
の新たなる魅力となるような大型遊具を含む「新
たな遊び空間」を光と風の広場に整備します。
　名称は地域のシンボルとなり愛着を持っても
らうことを願い、市内の小学生から公募し、応
募件数2,065件の中から「あそびのすみか」に
決定しました。
提案者和名ケ谷小学校5年・久

く の

野由
ゆ り な

璃菜さん

問21世紀の森と広場管理事務所
☎345－8900（整備について）、
総務課☎366－7305（寄附について）

遊具の整備への寄附を受け付けています
　寄附をいただいた方には特典
があります。詳細は市ホーム
ページをご覧ください。

この他に、企画展期間中「江戸時代を知ろう、学ぼう」を
テーマに子ども向けのイベントを実施します！

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
2020.9.15
（令和2年）
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Ralph’s Time Capsules: Gifts for Us All
　Ralph Lumbres is an artist who has changed the way I see art. 
A Filipino native, Ralph was invited as an artist-in-residence to 
PARADISE AIR under the “Matsudo QOL Award”. To that end, 
he introduced to me his project to collect the thoughts and 
experiences of present-day Matsudo residents living through the 
coronavirus pandemic to preserve them within time capsules. 
Ralph will put them all in time capsules and actually bury them 
underground; he plans to unearth the capsules ten years later. I 
was also interviewed for this project.
　To someone like me who was only familiar with art in the 
forms of videos, images, and installations, Ralph’s unique project 
broadened my artistic horizons. Thanks to him, I was completely 
convinced of the potential of human thoughts themselves to 
serve as a medium of limitless artistic expression. 
　Thank you very much. I look forward to perhaps meeting again 
in Matsudo in 2030, and opening these time capsules together. 

ラルフさん（右）のプロジェクトが順調に進みますように!
I wish all the best for Ralph (right)’s time capsule project!

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

トを作る活動を見て、アートの無限の可能
性に触れたように思いました。
　ラルフさん！ありがとうございます。10
年後、松戸で再会し、一緒にタイムカプセル
を開けることを楽しみにしています。

ラルフさんのタイムカプセル、
皆さんへの贈り物
　ラルフ・ルムブレスさんは、私のアート 
の 見 方 を 変 え て く れ ま し た 。 彼 は 、
パラダイス・エアで行われたMATSUDO 
“QOL” AWARDに選出されたフィリピ
ン出身のアーティストです。松戸市民にイ
ンタビューをして、コロナ禍での思いや体
験をタイムカプセルに入れて、10年後に
掘り起こすというプロジェクトを考えてお
り、私も先日インタビューを受けました。
彼の独特なアートの作り方が、私の知らな
いアートの世界観を教えてくれました。私
は、映画・絵画・インスタレーション作品
くらいしか知らなかったのですが、人間の
思いという形のないものを材料としてアー

雪き

よ

か華
ち
ゃ
ん

涼り
ょ
う
す
け介

ち
ゃ
ん

蘭ら
ん

ち
ゃ
ん

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11月生 
転勤で仙台から故郷の松戸へ
戻りました。沢山話しかけて
頂けるのでお散歩だいすき！
元気に優しく育ってね。

2019（令和元）年5月生
涼ちゃんの笑顔を見ると今日も
頑張ろう！と思えます。いつも
私たちを幸せにしてくれてあり
がとう。

2019（令和元）年9月生 
探検大好き！ 好奇心旺盛な
元気な女の子です！ 

2021（令和3）年度に2021（令和3）年度に
21世紀の森と広場に21世紀の森と広場に
遊び空間が誕生します遊び空間が誕生します

表彰式の写真（中央：久野由璃菜さん）

新たな遊びの空間のイメージ図
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