
●感染力の高いオミクロン株BA.5への置き換わり
●ワクチン接種で獲得した免疫の減少
●冷房の利用により換気が行われにくいことなど

効果的効果的なな換気換気でで感染防止感染防止をを

空気の流れ（入口・出口）を
作って、エアロゾルを

排出しよう！

　2方向以上の窓を開け
られないときは、キッチ
ンの換気扇を活用しま
しょう。浴室、トイレな
どの換気扇は常にオン
にしましょう。
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●若い世代の感染拡大中 夏休み中の接種を
●9月10日は「下水道の日」
●千葉県生誕150周年記念
●陸上自衛隊中央音楽隊松戸公演
●「シニアクラブ」で一緒に楽しく活動しませんか

　現在の第7波は、市内の1日当たりの新規感染者数が過去最多の870人 
（令和4年8月5日現在）と第６波を超え、これまでで最も感染が拡大しています。

　第7波の感染拡大の要因として換気不足によるエアロゾル感染が指摘されていま
す。エアロゾルとは飛沫より小さく空気中を漂う微粒子であり、エアロゾル感染は病原体を 
含んだエアロゾルを吸うことで起こります。対策として換気が有効です。熱中症に気を付け
ながら、室内を換気しましょう。

健康福祉政策課☎704－0055

　可能であれば、2方向以上の
窓を常時開放（5〜15cmを目
安）します。常時換気が難しい
場合は、30分に1回を目安に、
数分間2方向以上の窓やドアを
全開にします。その際、外に
向かって扇風機やサーキュレー
ターを回すと、さらに換気の効
率が上がります。

　2003（平成15）年7月以
降に新築された住宅には設
置が義務付けられていま
す。ぜひ活用しましょう。

CO2モニターを無料で
貸し出ししています

　二酸化炭素濃度を測ることで部屋の換気
状況が確認できます。

健康福祉政策課☎704－0055 市ホームページ
「CO2モニターの貸し出し」

主な増加の要因

夏場夏場の換気の換気のの
ポイントポイント

新型コロナ「新型コロナ「BA.5BA.5対策強化宣言対策強化宣言」発令中」発令中

0

10

20

30

40

50 ℃

28℃

　室温が上がると熱中症の危険が
高まります。換気をしながら28℃
をキープできるよう、エアコンの
設定温度を調整しましょう。

　H
ヘ パ
EPAフィルタ（高性

能エアフィルタ）による
ろ過式の空気清浄機が特
に有効です。

室温は28℃以下に
キープ

空気清浄機を
活用

24時間換気
システムを活用

換気扇を活用

時間を決めて換気
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8月31日㈬は市・県民税（普通徴収分）第2期の納期限です。 納税について収納課☎366－7325



　公園の新たな可能性を考える「トライアル事業」を期間限定で行いま
す。いつもとは少し違う公園の魅力を体感してみませんか。当日はアン
ケートを実施します。ぜひご意見をお聞かせください。
日時8月24日㈬・25日㈭・27日㈯各10時～17時
※出店ブースごとに開設日時は異なります。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

子育て世帯生活応援子育て世帯生活応援
特別給付金を支給します特別給付金を支給します 要申込

支給額児童1人当たり5万円　
対象児童①令和4年3月31日時点で18歳未満②令和5年2月末までに出生した子
支給要件①令和4年3月31日時点および申請時点②出生日時点および申請時点で
市内に住民登録があり、対象児童を養育する父母などで住民税
均等割のみ課税の人〔国の給付金該当者（広報まつど7月1
日号掲載）は除く〕
※�申請方法などの詳細は、市ホームページまたは同コールセン
ターへお問い合わせください。

子育て世帯生活応援特別給付金コールセンター
　� 0120－272－707（平日9時～17時30分）

市ホームページ 市ホームページ

松戸市独自
児童1人当たり
5万円

議事調査課☎366－7382

期日 会議予定 主な内容
8/31㈬ 招集日・本会議 議案の提案理由説明

9/1㈭・2㈮
本会議 一般質問

5㈪～7㈬
9㈮ 総務財務常任委員会

議案等の審査
12㈪ 健康福祉常任委員会
13㈫ 教育環境常任委員会
14㈬ 建設経済常任委員会
15㈭ 健康福祉分科会

令和3年度決算の審査
16㈮ 教育環境分科会
20㈫ 建設経済分科会
21㈬ 総務財務分科会
26㈪ 決算審査特別委員会
28㈬ 本会議 議案等の採決

開議予定時刻10時　
請願・陳情の提出期限8月22日㈪12時
※�予定が変更になる場合があります。最新の情報
は市議会ホームページをご覧ください。 市議会ホームページ

9月定例市議会開催予定

文部科学省が推奨する形態による「コミュニティ・スクール」
が、松戸市に初めて誕生しました。
小金小学校では、これまで地域とともに作り上げてきた教

育活動をさらに深めていくとともに、学校と地域が一緒に子
どもたちを育てていくという考えのもと、地域全体で共通の
目標を持って、子どもたちの学びと成長を支
えていきます。
今後も、教育委員会では、市内の各地区の

特性を活
い

かしながら、地域・家庭・学校の持
続可能な連携・協働の体制づくりの研究を進
めていきます。

地域を学ぶ「わくわく探検隊」
　児童が校外に出て、小金の歴史や
自然、また地域で働く人などについ
て、体験を通じて学びます。学習の
成果を下級生に発表することで、学
びの好循環を生んでいます。

保護者によるキャリア教育
　保護者が教壇に立ち、自らの仕
事を題材に、それぞれの職業観を
児童に伝えています。働くことや
職業への理解を深める機会となっ
ています。

ふれあい花壇
　児童が学校の花壇の手入れを
小金地区社会福祉協議会ととも
に行っています。花壇に咲いた
花を地域の高齢者施設に届けて
います。

近隣の幼稚園・保育園との交流
　低学年児童が学校の様子を園児
に紹介したり、一緒にレクリエー
ションをしたりします。異年齢の
交流を通して、児童は自信を持
ち、園児は小学校入学への期待を
膨らませています。

地域・家庭と連携した教育活動の一例

教育政策研究課☎331－9800

◦地域住民　
◦保護者代表
◦近隣の幼稚園・保育所代表�
◦学区の中学校代表　
◦小金小学校職員など

　法律に基づき教育委員会により任
命された委員が、一定の権限を持っ
て、学校の運営とそのために必要な
支援について協議する合議制の機関
「学校運営協議会」を設置した学校
のことです。

小金小学校学校運営協議会委員

｢コミュニティ・スクール」とは

地域とともにある学校へ
令和4年度から小金小学校が「コミュニティ・スクール」になりました

東松戸中央公園東松戸中央公園ででトライアル事業トライアル事業をを実施します実施します
公園の新しい楽しみ方公園の新しい楽しみ方をを体験してみませんか体験してみませんか

公園緑地課☎366－7380

これからの学校と地域のあり方

教育委員会
ホームページ

キッチンカー ストリートサッカー体験

化石発掘体験 花の苗の販売木工体験

送付対象�60歳以上または1・2回目を「基礎疾患保有者などの優先
期間」に予約して接種した18歳以上など

今年4月に3回目接種をした人に今年4月に3回目接種をした人に
4回目接種券4回目接種券をを8月18日㈭8月18日㈭にに発送発送しますします

若い世代若い世代のの感染拡大中感染拡大中  夏休み中夏休み中のの接種接種をを
◦5歳～11歳（1・2回目接種）
　1回目の接種後3週間の間隔を空けて、2回目の接種を行います。接種
を希望する人は、2回目接種の予約も行ってください。2回目接種の
予約が済んでいない人も、検討をお願いします。

◦12歳以上（3回目接種）
　12～17歳の3回目は、ファイザー製ワクチンのみ接種できます。
8月はファイザー製ワクチン接種を個別医療機関で実施しています。
※18歳以上はモデルナ製ワクチンも接種できます。

予約サイト

�予約サイトまたは電話で新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター

　 0120－684－389、☎050－5526－1081へ

2 広報まつど　2022（令和4）年8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。



ICタグ導入のため11月は図書館本館・
子ども読書推進センター・小金分館が
臨時休館します
休館期間11/1㈫〜30㈬　※11/30㈬は全
館休館です問図書館本館☎365－5115

8/27㈯の｢松戸都市計画下水道の変更
案における都市計画公聴会」は中止し
ます
問下水道整備課☎366－7361

改正教育職員免許法の施行により教員
免許状の扱いが変わりました
旧免許状所持者 H21/3以前に初めて取
得した人で更新をしていない人は、免許
は既に回復しているので、有効期限の
ない免許状になりました新免許状所持者
H21/4以後に初めて取得した人で既に失
効している人は、再授与申請を行えば、
有効期限のない免許状が授与されます
※県内の公立小中学校に勤務する講師を
募集しています。詳細はお問い合わせく
ださい問千葉県教育庁東葛飾教育事務
所管理課☎361－2124

一般競争入札で市有財産（土地）を売却
当該地松戸市胡録台字拓野326番55外
1筆（地目=宅地、面積=118.37㎡）
入札要領配布期間 9/20㈫までの平日9時
〜16時入札受付方法9/5㈪〜20㈫〔必
着〕各9時〜16時に、持参または簡易書
留で〒271－8588松戸市役所　財産活
用課（☎366－7316）へ開札9/26㈪10
時から　※詳細はお問い合わせください

給食調理補助員（会計年度任用職員）を
募集
任期9/1〜R5/3/31勤務日平日勤務時間
1日6時間30分（休憩時間45分を含む）
勤務場所幸谷小学校、新松戸西小学校
勤務内容配膳、盛り付け、食器の洗浄な
どの給食調理補助業務募集人数各校1人
時給1,000円（別途交通費支給）申履歴
書を直接または郵送で〒271－8588松
戸市根本356京葉ガスF松戸ビル5階　
教育総務課（☎366－7455）へ

8/30㈫～9/5㈪は建築物防災週間です
  不特定多数の人が出入りする建築物
を対象に、防災査察を行います対老人
ホーム、ホテル、店舗、遊戯施設など
問建築指導課防災班☎366－7368

7月の防災行政無線による行方不明高
齢者の探索結果

  ２件あり発見されました。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
す問地域包括ケア推進課地域支援担当
室☎702－3652

こども発達センター心理士（会計年度
任用職員）を募集
勤務日平日週4日勤務時間9時〜17時（休
憩時間45分）業務内容発達に心配のある
子どもの療育、家族支援、発達評価など
募集人数1人必要資格公認心理師、臨床
心理士、臨床発達心理士のいずれかを所
持している時給2,420円　※別途交通費
支給問同センター☎383－6801

小金・常盤平各保健福祉センター①管
理栄養士②歯科衛生士（会計年度任用
職員）を募集
任期R5/3/31まで勤務日平日週2日勤務
時間10時〜16時（休憩45分）勤務内容
保健福祉センター窓口の妊婦・乳児、
成人・高齢者などの健康相談対有資格
者　※②のみ市内医療機関勤務者除く
募集人数各1人時給①1,355円②1,381
円　※別途交通費支給問健康推進課地
域保健班☎366－7481

　

介護予防に必要なことや元気に暮らす
ための地域づくりについて考えるワー
クショップ
日8/29㈪10時〜12時会明市民セン
ター定先着30人申電話で地域包括ケア
推進課地域支援担当室☎702－3652へ

まつどサポステ就職セミナー「企業説
明会」
日8/30㈫10時〜12時会勤労会館参加
企業三

さんあいかい

愛会総合病院（医療)、マルスコ
ア株式会社（IT）対15歳〜49歳定先着
28人申電話でまつど地域若者サポート
ステーション☎703－8301（㈪〜㈯9時
30分〜16時30分）へ

【オンライン開催】地域連携医療セミ
ナー「糖尿病と共に楽しく暮らすには｣
日8/31㈬18時30分〜19時15分講総合
医療センター地域医療連携局長定先着
20人問同センター地域連
携室☎712－0551
※詳細は同センターホーム
ページをご覧ください

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ｣
日9/1㈭11時〜11時30分会ふれあい22
出演者日

ひ が の

向野のりえ氏（歌)、德川眞弓氏
（ピアノ）問障害者福祉センター☎383
－7111

シルバー人材センター スマホ・パソコ
ン教室
日①9/1㈭②9/6㈫各13時30分〜15
時30分③9/6㈫④9/13㈫⑤9/15㈭⑥
9/20㈫各9時30分〜11時30分会新松
戸・常盤平各市民センター他内①スマホ
の選び方②タブレットの操作③スマホの
操作④Windows11の操作⑤Word・
Excelの操作⑥個別相談対40歳以上費
各2,500円申はがきまたはFAXに住所・
氏名・年齢・電話番号・希望コースを記
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

聴覚障害者向け文章・一般教養教室
〔全5回〕
日①②9/3㈯③④9/25㈰各13時〜15
時、15時15分〜17時15分⑤10/23㈰13
時〜15時会ふれあい22内①電話リレー
サービスを活用しよう②明治生まれの今
は亡きろう偉人を支えた妻たち③手話で
楽しもう！文章教室④ロコモ予防 元気な
未来へ自己投資⑤ボッチャを楽しもう対
市内在住の聴覚障害者、中途難聴者とそ
の家族 　※手話通訳・要約筆記あり定先
着20人 筆記用具申8/31㈬までに、
FAXに住所・氏名・FAX番号を記入して障
害者福祉センター 383－7810へ

シルバー人材センター中高年英語教室
〔各全9回〕
日①9/6〜11/1の㈫10時15分〜11時45分
②9/7〜11/2の㈬13時15分〜14時45分
③9/9〜11/4の㈮10時15分〜11時45分
内①楽しい英語リスニング（初〜中級）
②楽しく学ぶ基礎英会話（初級）③とっ
さの一言！おもてなし・トラベル英会話
（初級）会市民劇場他対50歳以上定各
先着①②若干名③15人費各9,900円（別
途教材費）申8/23㈫〔必着〕までに、はが
きに住所・氏名・年齢・電話番号・希望コー
スを記入して、〒271－0043松戸市旭町
1の174　(公社)松戸市シルバー人材
センター中高年英語教室係（☎330－
5005）へ

松戸地域職業訓練センター講座
内学んで活かそうWord講座、Word
を使った文章作成講座、Word応用講
座（Word経験者)、Excelを使った表
計算講座、Excel応用講座(Excel経験
者)、Excel活用講座（Excel経験者）
PowerPoint基礎、Windows10の使い
方講座費要問い合わせ問同センター☎
349－3200

まつど国際文化大使委嘱式～さまざま
な国籍の大使を見にきませんか～
日9/4㈰14時〜16時会市
民会館定先着50人申申し
込みフォームで問 (公財)松
戸市国際交流協会☎711－
9511

【文化×言葉】世界を知ろう！世界の人
とふれあおう！ネイティブスピーカーと
会話を楽しもう(①英語②中国語③韓
国語)
日9/17㈯①10時15分〜11時45分②
③13時〜14時30分会文化ホール講市
国際交流員、市内高校外国語講師など
定各①15人②③5人（いずれも抽選)費
各700円（会員300円)　※
飲み物・お菓子付き申9/8
㈭までに、申し込みフォー
ムで問(公財)松戸市国際交
流協会☎711－9511

庁舎整備検討委員会
日8/19㈮14時から傍聴会場 市役所議
会棟3階特別委員会室　
※詳細は市ホームページ
で問オフィス・サービ
ス創造課☎701－8611

高齢者保健福祉推進会議
日8/24㈬10時〜12時会市役所新館7
階大会議室傍聴定員先着10人（当日9時
45分から会場前で受け付け）問高齢者
支援課☎366－7346

病院事業経営改革委員会
　新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため書面開催とします。結果は、市
ホームページ・行政資料センターで10
月上旬に公開予定です問病院政策課☎
712－2605

市ホームページ

申し込み
フォーム

申し込み
フォーム

同センター
ホームページ

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　

問環境保全課☎366－7337

令和3年度 市内の大気環境測定結果
● 二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、微小粒子状物質（PM2.5)、有害大気汚染物質

のベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンは、全ての測定局
で環境基準を達成しました。環境基準の詳細は市ホームページをご覧ください

● 東葛地域に光化学スモッグ注意報が発令された日は1日で、健康被害の報告は
ありませんでした
大気汚染物質の発生を抑えるために
　自動車の不要なアイドリングや空ぶかし・急発進・急加速はやめましょう。
令和３年度測定結果（抜粋）

二酸化窒素 浮遊粒子状物質 微小粒子状物質（PM2.5） ベンゼン
98%値
（ppm）適否

2%除外値
（mg/㎥） 適否

年平均値
（μg/㎥）

98%値
（μg/㎥） 適否 年平均値

（μg/㎥）適否

一般大気測定局
根本 0.031 適 0.029 適 7.6 19.5 適 0.98 適
五香 0.028 適 0.021 適 測定無し 測定無し － 0.95 適

二ツ木 0.029 適 0.025 適 測定無し 測定無し － 0.93 適
自動車排ガス局 上本郷 0.039 適 0.032 適 8.8 22.0 適 1.1 適

項目

測定局名

市ホームページ

　市では、道路のバリアフリー化を推進しています。
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
● カーブミラー・ガードレールなどの破損や、道路の
陥没を発見した場合はご連絡ください

● 道路上空に突出している日よけや看板は、道路占用
の申請と許可が必要です

● 道路上に無許可で看板・のぼり旗・商品などを置くこ
とは禁止されています。「段差の乗り上げブロック」
や「鉢植え」なども置かないでください

●道路にはみ出している植栽などは剪
せ ん て い

定してください

 市道について 建設総務課☎366－7357、道路維持課
☎366－7358

　県道について 東葛飾土木事務所管理課☎364－5138

8月は道路ふれあい月間
道路はみんなの財産です
正しく大切に使いましょう
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イベント

お知らせ

会議

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。



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　2022（令和4）年8月15日4

各20分程度各20分程度
　　政策推進課☎366－7072政策推進課☎366－7072

　皆さんの暮らしを支える大切な下水道。その仕組みや知識を楽しみながら
深めてもらえるイベントを開催します。下水道の世界をのぞいてみませんか。
日日時時9月9日㈮・10日㈯各10時～16時
会場会場アートスポットまつど（キテミテマツド9階）
内容内容デザインマンホールの展示、下水道に関するクイズ、
つまらん管の実験、マンホールグッズの販売など　費用費用無料
※詳細は市ホームページをご覧ください。

下水道の知識を深めませんか 下水道の知識を深めませんか まつまつどど下水道下水道フェスタフェスタ

　今年4月にキテミテマツド敷地内に設置した、新デザインマン
ホール「すくすくファミリーフレンズ」のマンホールカードを配布
しています。
配布時間10時～21時（月曜、年末年始を除く）配布場所文化ホール窓口
※配布は1人1枚、事前予約や郵送はできません。
※「矢切の渡し」デザインも、引き続き松戸観光案内所で配布中です。

千葉県生誕150周年記念

①①｢ちば文化資産｢ちば文化資産」」追加追加候補候補
②②記念切手デザイ記念切手デザインンをを募集募集

　ちば文化資産とは、県の文化資産のうち平成30年に県民投票な
どで選ばれた「ちば文化」の魅力を特徴付けるモノやコトのことです。
現在選ばれている111件のうち、市では「戸定邸と庭園」と「矢切の
渡し・野菊の墓文学碑」の2件が選定されています。
　令和５年度に迎える千葉県生誕150周年を記念して、新たな文化
資産の候補と既存の文化資産の150周年オリジナル フレーム切手の
デザインを募集します。

対象①県内の建造物、遺跡、文化的景観、イベント・祭り、郷土・
伝統芸能、郷土料理など（既に選定されている111件を除く）
②選定されている111件の「ちば文化資産」をテーマにした絵画・写真

9月5日㈪〔 消印有効〕までに、応募フォームまたは郵送で①ち
ば文化資産候補の名称・所在市町村名・概要を〒260－8667千葉県
文化振興課へ②絵画・写真作品を〒260－0013千葉
市中央区中央3の3の1フジモト第一生命ビル5階  オリ
ジナル フレーム切手デザインコンテスト事務局（㈱オニ
オン新聞社）へ（②はInstagramからの応募も可）
※ 詳細は県ホームページをご覧ください。 県ホームページ

市ホームページ

戸定邸と庭園

野菊の墓文学碑

矢切の渡し

　松戸市とホワイトホース市（オーストラリア）との姉妹都市交流
50周年にちなみ、両市の友好関係がいつまでも続くようコアラと
フクロウがユーカリの木に寄り添う様子が描かれたデザインです。

マンホールカードとは

常磐線産直市常磐線産直市

松戸松戸 柏柏 我孫子我孫子 取手取手

「すくすくファミリーフレンズ」「すくすくファミリーフレンズ」のの
マンホールカードが登場マンホールカードが登場

すくすくファミリーフレンズ

　国・自治体・企業など連携組織である「下水道広報プラットホー
ム」が、自治体と共同で発行しているコレクションカードです。
　さまざまなデザインのマンホールのふたの魅力を通し、下水道へ
の理解・関心を持ってもらうために発行しており、現地での配布に
限定することで地域振興に貢献しています。市ホームページ

教科 時間 内容 講師
①松戸   9:30 ～10:30 松戸の歴史や農業、環境、防犯など 市職員
②英語 10:45 ～11:45 基本的なつづりと音の間の規則など

教員経験者
③社会 13:40 ～14:40 江戸時代の歴史など

④国語 14:55 ～15:55 古典・文学作品の読解、漢字や言葉の基礎
知識など

⑤数学 16:10 ～17:00 中学校程度の基礎・基本的な内容

やさしい教養講座やさしい教養講座〔全19回〕〔全19回〕要申込 いきいきほっといきいきほっと  
ふれあい風呂で健康づくりふれあい風呂で健康づくり

毎週㈫、第１・２㈮各15時～18時
（各浴場の定休日を除く）
対象市内在住の65歳以上　　
入浴料1回200円（同伴の小学生以下は無料）
利用方法住所と年齢が確認できるものを実施店で提示

　健康講話・体操の指導を受けられます（入浴もできます)。
時間12時20分～15時　対象市内在住の55歳以上
定員各先着20人　費用無料

電話で各実施店へ

実施店 電話番号 開催日
松戸ヘルスランド（松戸新田580の1）366－2467 9/2㈮、10/7㈮
小金バスランド（小金きよしケ丘
2の9の1） 341－1126 9/30㈮、10/28㈮、

11/25㈮
宮前湯（松戸1766） 362－2819 11/4㈮

平和湯ランド（五香西1の12の12） 387－2044 12/2㈮・9㈮

馬橋湯（馬橋95） 341－3247 12/16㈮・23㈮

　教員経験を持つ講師や市職員が5科目それぞれの分野からピックアップした
内容を、楽しく分かりやすく教えます。

日程10月18日～3月14日の㈫（11月1日㈫、12月27日㈫、1月3日㈫を除く）
※ ①は各月最終週の火曜のみ実施（3月を除く）。
会場矢切公民館　定員各教科20人（抽選）
対象市内在住・在勤　費用無料（別途テキスト代）

8月31日㈬〔消印有効〕までに、ちば電子申請サービスまたは往復はがきに講
座名・郵便番号・住所（市外在住の場合は市内勤務と明記）・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号・返信用宛名を記入して、〒271－0092松戸市松戸
1307の1松戸ビルヂング４階　社会教育課（☎367－7813）へ
※ 定員に満たない場合、9月1日㈭から電話で受け付け。
※手話通訳などの配慮が必要な人のみ、 360－0945で申し込み可。
※連名での申し込み不可。

お風呂で健康入浴～心も体も元気！ 要申込

各市の名産品が上野駅に集各市の名産品が上野駅に集結結！！

千葉県
マスコットキャラクター

「チーバくん」

9月10日は9月10日は
「下水道の日」「下水道の日」

下水道経営課☎710－3082

松戸市ゆるキャラ
「松戸さん」

千葉県文化振興課☎043－223－3945

マンホール 
ラバープレート

1個550円
(税込み)

マンホール
ストラップ
1個440円
(税込み)

リアルマンホール
(ミニ)

1個1,650円
(税込み)

エコバッグ
1個1,100円

(税込み)

高齢者支援課☎366－7346

柏市ゆるキャラ
「カシワニ」

取手市ゆるキャラ
「とりかめくん」

我孫子市ゆるキャラ
「うなきちさん」

上野駅ゆるキャラ
「うえぱん」

販売予定のマンホールグッズ販売予定のマンホールグッズ

ちば電子申請
サービス

　JR東日本と常磐線沿線の4市が地域の活性化を目的
に、地元産品を販売・PRする産直市を開催します。
各市のゆるキャラも登場します。ぜひお越しください。
日時�9月1日㈭～3日㈯各11時～20時
会場 JR上野駅グランドコンコース（中央改札外）
ゆるキャラ登場時間9月3日㈯11時、13時、15時から
各20分程度

政策推進課☎366－7072
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　現在、市内にスペイン・バスク地方か
ら来た2人のアーティストが滞在し、作品
制作に取り組んでいます。2年間新型コロ
ナウイルスの影響で入国制限がありました
が、今年7月、ついに来日することができ
ました。
　詳細は、ウェブサイトをご覧ください。

�(一社）P
ペ ア

AIR☎364－8832、
にぎわい創造課☎366－
7327

パラダイスエア
海外からアーティストが続々到着！海外からアーティストが続々到着！

パラダイスエア
ウェブサイト

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室

※27日㈯は10時30分、11時30分の投影を休演します。
定員各先着80人　費用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2階で受け付け

9月の星空観望会 夏の星座と夏の天体 要申込
9月10日㈯18時30分～20時
内容プラネタリウムで星空解説後、屋外で天体望遠鏡を使った星空
観望（雨天曇天の場合はプラネタリウムのみ）
定員40人（抽選）　※中学生以下は保護者同伴。　費用無料

8月16日㈫17時までに、市ホームページの申し込みフォームまた
は電話で同館☎368－1237へ
※1組5人まで申し込み可（1家族6人以上の場合は応相談）。
※9月10日㈯は10時30分、11時30分の投影を休演します。

8月のイブニングプラネタリウム
ファミリーシアター リーベルタース天文台だより　夏の星座の物語
26日㈮・27日㈯各18時～18時20分

星と癒やしの時間 いて座
26日㈮・27日㈯各19時～19時40分

市ホームページ

同館☎368－1237

10月23日㈰10月23日㈰
14時開演14時開演

陸上自衛隊中央音楽隊陸上自衛隊中央音楽隊
松戸公松戸公演演 要申込

会場森のホール21大ホール
指揮陸上自衛隊中央音楽隊隊長・樋

ひ ぐ ち

口孝
た か ひ ろ

博1等陸佐
曲目フローレンティナー行進曲/J.フチーク、歌劇「トゥー
ランドット」より「誰も寝てはならぬ」/J.プッチーニ他
持ち物入場券（当選者に送付します）
費用無料　※未就学児入場不可。

9月15日㈭までに、同ホールホームページ内の応募
フォームで
※1人1回、2人まで応募可（応募多数の場合は抽選）。

車椅子席を希望する場合は明記してください。
同ホール☎384－5050（月曜を除く9時～22時）

同ホール
ホームページ

樋口孝博氏

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

cuteなフラワーバッグ
8月26日㈮10時30分～11時30分
講師F

エ フ コ コ

COCO・河
こ う の

野史
ふ み こ

子氏　定員先着12人
持ち物持ち帰り袋（30cm×20cm）
費用1,800円

秋色のアーティフィシャル
フラワーで作る
花コラージュリース
9月2日㈮10時30分～11時30分
講師アトリエF

フ ラ ワ ー

lower F
フ ラ ワ ー

lower代表・
倉
く ら は ら

原由
ゆ か

加氏　定員先着12人　持ち物工作
用はさみ・持ち帰り袋（30cm×30cm）
費用1,900円

ススキを使って
9月8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
ま さ え

枝氏　定員先着10人　持ち物花は
さみ、マチのある持ち帰り袋（50cm×
40cm）　費用1,800円

共通会場同公園マグノリアハウス
8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
滞在アーティスト・ノラ（左）、マイテ

（撮影・加藤甫）

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。

島村喜
き へ え

兵衛作品展
　繊細な筆

ひ っ ち

致で描かれた約12
点の日本画を展示します。ぜひ
ご覧ください。
日時8月16日㈫～10月16日㈰
各9時～22時
※月曜休館（月曜が祝・休日

の場合は開館し翌平日休館）。
会場森のホール21エントランス
ホール
費用無料
�文化財保存活用課美術館

　準備室☎365－0858

作品名「ピースマインド」2019年

8月28日㈰12時～20時（小雨決行、荒天中止）
　市内のお店が出す屋台や多彩なイベント、コスプレイヤーの
皆さんとの盆踊りで、夏を満喫しましょう！

屋台（12時～20時）地元のおいしいお店が集合！
イベント（15時～20時）大道芸、民謡、ベリーダンスなど多
彩なイベントがめじろ押し！
盆踊り（18時～20時）地域の人たちやコスプレイヤーの皆さ
んと一緒に踊りましょう！

感染防止対策
　来場の前に、事前登録が必要です。また、当日
は感染防止対策協力金を頂きます。
費用（協力金）20歳以上100円

申し込みフォームで

同実行委員会☎080－1023－0471
にぎわい創造課☎366－7327

申し込み
フォーム

2022 
松戸ラストサマーフェス松戸ラストサマーフェス＆＆
盆踊り盆踊りinin松戸中央公園松戸中央公園 要申込

先着1,000人



　ハチに刺されると命に関わる危険もあります。ハチに刺された場合の
対処法を知るとともに、刺されないためにしっかり対策しましょう。
　ハチに刺されると痛みや腫れが長く続くため、その場で素早く応急手当
をすることが大切です。ハチの針が皮膚に残っているようなら、まずは指
やピンセットで針を取り除きます。ハチの毒素を吸い出す器具もあります
が、無い場合は流水で十分にハチの毒を洗い流してください。ペットボト
ルの水でもかまいません。その後患部を冷やします。患部の症状以外に体
調の異常が無くても、すぐに医療機関を受診して処置を受けてください。
　ハチ刺されで怖いのは、アナフィラキシーショックです。アナフィラキ
シーショックとは、短時間に全身に激しい症状が現れる重度のアレルギー
のことです。この状態となり亡くなるケースもあります。ハチの毒が体内
に入ると痛みや腫れを抑えるために抗体が作られます。抗体は大切な働

きをしますが、そのまま体内に残ることがあります。2回目に刺された際
に、ハチ毒と抗体が過剰に反応してしまうことがアナフィラキシーショッ
クの原因となります。じんましんなど全身の皮膚症状、血圧低下や呼吸困
難が現れ、数分で意識障害が起こります。このような症状が少しでもある
ときは、速やかに救急車を呼んでください。
　アナフィラキシーショックの対処法として有用なのが、アドレナリン自
己注射です。アドレナリンの効果で血圧の上昇や呼吸の維持が可能となり
ます。自己注射は医師の指導があれば個人でも所有できて、簡単に使える
キットになっています。アナフィラキシーショックの既往がある人、ハチ
に刺される可能性が高い場所に行くことが多い人などは、アドレナリン自
己注射を携帯することが勧められます。

松戸市医師会  https://www.matsudo-med.or.jp/

ハチに刺されたときの対処法
あなたの健康 425

いきいき高齢者 安心センター
の催し（地域包括支援センター） …まつど健康マイレージ付与

本庁　☎363－6823 710－7198

シニアのための転倒予防教室（座ってでき
る体操教室）
日①8/25㈭②8/26㈮各14時～15時会①柿ノ木
台公園体育館②ゆうまつど対65歳以上定先着①
20人②15人申8/16㈫10時から、電話または
FAXで

常盤平団地　☎382－6535 382－6536

薬剤師が教える 調剤薬局の役割やできる
こと
日9/13㈫13時30分～14時30分会常盤平市民セ
ンター対65歳以上定先着30人申電話または直接
(平日9時～17時)　

常盤平　☎330－6150 330－6260

「献立ゲーム」健康寿命の延伸につながる
食育の推進
日9/14㈬13時～14時会常盤平市民センター対
65歳以上定先着25人申電話またはFAXで

小金　☎374－5221 349－0560

【Zoom開催】オンラインサロン＆
体操in小金
日9/2㈮10時～11時対65歳以上申電
話または申し込みフォームで
認知症サポーター養成講座＆出張
相談
日9/5㈪14時～15時45分会小金市民
センター定先着30人申電話または申し
込みフォームで

新松戸　☎346－2500 346－2514

身体の健康のために大切なお口のケア
日9/8㈭10時～11時30分会新松戸市民センター
対60歳以上定先着15人申電話またはFAXで

馬橋西　☎711－9430 711－9433

主任ケアマネによる介護保険のお話
日8/23㈫14時～15時会馬橋市民センター定先
着20人 筆記用具申電話またはFAXで

明第1　☎700－5881 700－5567

介護者のつどい
日9/5㈪14時～15時30分会稔台市民センター対
家族の介護をしているまたは経験がある人定先着
8人申8/15㈪10時から、電話またはFAXで
AIを利用した歩行診断～正しい歩き方を身
につけよう～
日9/13㈫14時～15時45分会勤労会館対65歳以上
定先着15人申8/15㈪10時から、電話またはFAXで

六実六高台　☎383－0100 383－2288

認知症予防教室〔各全２回〕 　
日①9/15㈭・29㈭②10/4㈫・19㈬各9時30分
～11時30分会六実市民センター対同地区在住の
介護認定を受けていない65歳以上定各先着15人
申8/15㈪9時から、電話で

申し込み
フォーム

申し込み
フォーム

…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象（各管轄地域内在住優先。年齢はおおむね、
記載がないものはどなたでも）　 …定員　 …持ち物　 …費用（記載がないものは無料）　

…申し込み先（記載がないものは当日会場で） …問い合わせ先

　人生100年時代。「老人」と呼ぶにはま
だ早いという会員の声から、「シニアク
ラブ」として活動していきます。市内に
は183クラブ（約7,000人）が、スポー
ツ活動や文化活動の他、地域の見守りや
清掃活動といった社会貢献活動など、さ
まざまな活動に取り組んでいます。

　「シニアクラブ」は、おおむね60歳
以上が入会できます。入会方法などの
詳細は、電話で同会にお問い合わせま
たは市ホームページをご覧ください。

松戸市はつらつクラブ連合会☎343－0571（平日10時～15時）

はつらつクラブの集いの様子

グラウンド・ゴルフ大会の様子

シニアクラブの魅力！シニアクラブの魅力！
県内市町村別電話de詐欺発生件数（令和4年1月～6月）県内市町村別電話de詐欺発生件数（令和4年1月～6月）

※（　）内は被害額。※（　）内は被害額。

市民安全課☎366－7285

　今年1月～6月に市内で発生した電話de詐欺の件数は88件で、被害額
は125,890,164円と、県内では千葉市に次いで多い状況です。依然と
して高齢者などを中心に被害が続く中、詐欺の被害から高齢者を守るた
め、市はヤマト運輸㈱と共に「電話de詐欺撃退機器」の設置を行ってい
ます。ぜひお申し込みください。
対象対象市内在住の市税を滞納していない65歳以上がいる世帯
費用費用2,000円（税込）

電話でネコサポステーションコールセンター 0120－5454－25ま
たは直接同ステーション三

み こ ぜ

ケ月店（三ケ月1328）・テラスモール松戸店
（八ケ崎2の8の1）へ
※設置はヤマトグループが運営するネコサポステーションのスタッフが

行います。

電話d
で

e詐欺被害に遭わないために
自宅の固定電話に電話de詐欺
撃退機器を設置しませんか 要申込

「シニアクラブ」「シニアクラブ」でで
一緒に楽しく活動しませんか一緒に楽しく活動しませんか

この通話の内容は
防犯のため

録音されています

141件
（349,310,956円）

88件88件
（125,890,164円）（125,890,164円）

61件61件
（177,134,553円）（177,134,553円） 53件53件

（84,134,231円）（84,134,231円）
51件51件

（73,936,982円）（73,936,982円）

千葉市 松戸市 船橋市 市川市 柏市

〜老人クラブの呼び名は「シニアクラブ」になりました〜

松戸市の発生件数は
県内で2番目、被害額
は3番目に多いよ！

社会奉仕活動への参画・社会貢献
　地域の見守りや環境美化活動、ボ
ランティアなどの社会参加を通じて
地域貢献できます。

心の安らぎ・充実生活
　仲間との交流で情報交換や相談が
でき、安心して明るく楽しく生活で
きます。

近所の人たちとの友好活動
　近所に住んでいながら顔を合
わせることが無かった人と交流
ができ、外出の機会も増えます。

スポーツを通じた健康づくり
　グラウンド・ゴルフやウォーキ
ング、健康体操など、仲間と楽
しく健康維持・増進ができます。

広報まつど　2022（令和4）年8月15日6

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。

市ホームページ



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
☎384−8181

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・休日の場合は開館
し、翌平日休館)、8/26㈮　
常設展観覧料…一般310円、高校・大
学生150円（20人以上団体料金あり）

①②の催しは事前申込制です。同館
ホームページまたは往復はがきに（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・希
望コースを記入して市立博物館　
〒270－2252 松戸市千駄堀671へ

◆館蔵資料展「古文書をみる 
絵図をよむ 江戸時代編 」
8/28㈰まで　会場企画展示室
◆博物館アワード作品募集　
応募期間9/1㈭～
16㈮〔必着〕
※詳細は同館ホー
ムページで

◆①古文書を読む 「近世中級
編Ⅰ｣〔全5回〕
9/10㈯・24㈯、10/8㈯・22㈯、
11/5㈯各14時～16時　会場実習
室　内容松戸に関わる江戸時代
の古文書を解読し、その歴史的
背景を学ぶ　講師高崎経済大学
名誉教授・和泉清司氏　対象受
講経験者　定員30人（抽選)　費
用無料　申8/29㈪〔必着〕まで
◆②館長講演会「江戸時代の
小金宿とその周辺」　
9/18㈰13時～15時　会場講堂
定員80人（抽選)　費用無料　
申9/5㈪〔必着〕まで

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・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250円（戸定邸)、150円
（歴史館)など

◆企画展「古写真で見る徳川
昭武の生活とその視線」
9/25㈰まで
※インスタレーションは9/4㈰
まで

開館時間…10時～21時（催し物によ
って18時以降の展示が無い場合や、
初日と最終日の公開時間が変更にな
る場合があります)　休館日…月曜

◆手賀沼流域７市巡回～野鳥
写真展～
8/23㈫～28㈰
問環境保全課☎366－7337
◆フォトサークル光粒写真展
9/6㈫～11㈰
問若林☎080－8706－6969
◆グループＭ展（絵画）
9/6㈫～11㈰
問伊藤☎345－7663

文化ホールギャラリー
☎367−7810

利用時間…10時～16時（要予約）
利用可能日…平日・第4土曜

◆造形講座～絵筆を使わず絵
を制作しよう！～
8/27㈯13時15分～15時30分　
内容スタンピングやコラージュ、
霧吹きなどの技法で絵を制作　
講師日本画家・泉

いずみ

晴
せ い こ う

行氏　定員
9人（抽選)　費用無料　申8/17
㈬9時から、電話で社会教育課
☎367－7813へ

古民家 旧齋藤邸
紙敷588

戸定歴史館
☎362−2050

※飲み物を持参してください。
※申し込みは当日会場で。
※スポーツ推進委員主催。

●グラウンド・ゴルフ教室
8/21㈰9時～12時　会場東

と う ぜ ん

漸寺
じ

本堂裏広場（駐車場使用不可)
定員先着50人
問堀☎344－1735
●ソフトバレーボール教室
9/4㈰9時～11時　会場常盤平
体育館
問小暮☎090－4012－7686

運動公園
☎363−9241

※飲み物を持参してください。
※申し込みは当日会場で。
※スポーツ推進委員主催。

◆運動公園カルチャー教室・
かけっこ教室
毎週㈬17時～18時　会場陸上競
技場　対象5歳児～小学4年生　
定員先着20人　費用1,000円

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

●体操無料体験教室 （ストレッチ、リズム
体操など） 
日①8/16㈫・23㈫、9/20㈫②8/30
㈫、9/6㈫・13㈫・27㈫各13時～15時
会①矢切公民館②柿ノ木台公園体育館対
50歳以上定各先着5人申電話で活

い

き活
い

き
体操クラブ・関☎361－2637へ
◆手賀沼流域フォーラム全体企画　手賀
沼流域7市巡回～野鳥写真展～
日8/23㈫～28㈰10時～18時（初日は13
時から、最終日は15時まで）会文化ホール
※詳細は同フォーラム実行委員会ホー
ムページ https://teganumaforum.
com/wildbird/で問同実行委員会・竹内
☎090－3907－8355
◆企業活性化相談
日8/24㈬、9/28㈬各14時～17時会勤
労会館対市内中小企業の経営者申電話
で千葉県能率総合研究所相談事務局・
纐
こうけつ

纈☎090－4531－0004へ
◆女性健康マージャン入門体験会
日8/26㈮10時10分～11時40分会ダ
イエー松戸西口店対女性申電話で健康
マージャン松戸・古本☎070－6465－
4181へ

●社交ダンス講習会（ワルツ、ジャイブ）
〔全3回〕
日9/3㈯・10㈯・24㈯各13時～14時30
分会稔台市民センター費2,000円申電
話でソシアルダンスかがやき・上

かみしろ

代☎
090－8641－3634へ
◆食育講演会「今、必要な食への気遣い」
日9/3㈯14時から会ゆうまつど講東京
聖栄大学教授・宮内真弓氏申電話で数値
調理会・岩間☎711－7191へ
●バンドとフラのコラボ　ハワイアンカー
ニバル
日9/4㈰13時～16時会市民会館申電話で
マハロクラブ・神

かんざき

崎☎04－7175－1770へ
◆アメリカンスクエアダンス初心者講習会
日9～11月の㈬14時～15時30分会新
松戸・馬橋東各市民センター費9・10月は
無料（11月以降は月1,000円）申電話で松
戸フレンズスクエアダンスクラブ・相原☎
366－0052へ
●松戸市パークゴルフ協会月例会
日9/10㈯8時～13時会白井遊楽パーク
ゴルフ場（白井市）内36ホールストロー
クプレー対10歳以上費1,600円申電話
で同協会・桜井☎090－2409－4671へ

●女声合唱団コール・メイ　定期演奏会
日9/11㈰14時～16時会スターツおおた
かの森ホール（流山市）費1,500円（前
売り1,200円）申電話で同団体・梅田☎
367－0200へ
●敬老の日記念　親子3代ご招待ボウリ
ング大会
日9/19㈷10時受け付け会ときわ平ボウ
リングセンター対市内在住・在勤で65歳
以上を含む親子3代定先着22チーム申
8/27㈯14時までに、電話で親子3代事
務所・佐藤☎090－4394－3142へ
●卓球レディースランク別トリプル団体戦
日9/21㈬9時～17時会運動公園体育館
対市内在住・在勤または登録クラブ在籍
の30歳以上の女性定先着200人費1人
800円申FAXで松戸市レディース卓球
連盟・山室 391－3084へ
●秋季クラブ対抗ソフトテニス大会
日9/23㈷8時受け付け会栗ケ沢公園庭
球場対市内在住・在勤・在学・在クラブ
の中学生以上費1チーム6,000円申8/31
㈬までに、所定の振込用紙で問松戸市
ソフトテニス連盟・藤井☎090－4014－
9753

●新松戸総合手工芸文化展の参加者募集
日10/29㈯・30㈰各10時～17時（30㈰
は16時まで）会新松戸市民センター内
手工芸作品全般、茶道、華道の展示・
実演、チャリティ販売など費各6,000円
申8/31㈬までに、電話でゆうかり手工
芸文化の会・久保☎342－3862へ

同館
ホームページ

相談名 日時 予約・問い合わせ

思春期相談
電話

㈪～㈮9:00～17:00(祝日を除く）
☎361－2138

来所
精神保健福祉相談 9/  1㈭14:00～16:00
酒害相談 9/15㈭14:00～16:30

相談名 日時 予約・問い合わせ

DV相談
電話 ㈪～㈮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
㈪㈫㈭㈮9:00～17:00(祝日を除く） ☎361－2346

367－7554来所

千葉県松戸保健所（松戸健康福祉センター） 各種無料相談  要申込

※電話相談は予約不要。

開館時間…9時～18時（8/21㈰から
は16時30分まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館)　　
※みどりの相談室は、水・土・日曜と
祝日の10時～12時、13時～15時30分

◆冬から春に楽しむ草花の種を
まこう！
9/4㈰10時30分～12時　講師
みどりの相談員・秋元満

み つ じ

司氏　
定員先着15人　費用500円
◆始めてみよう！シニアウォー
キング・サーキット
9/29㈭9時30分～11時　講師
日本S

エスエーキュー

AQ協会インストラクタ
ー・草

くさふか

深こゆき氏　対象60歳
以上　定員先着20人　費用無料

パークセンター
☎345−8900

21世紀の森と広場

講座は全て申込制。8/16㈫から電話
で、パークセンターへ（9時～17時)。

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、祝日）15:15
※9/18㈰を除く

8
月

ベアテ・ゴードン 憲法草案を起草した
アートデレクター（27分）

9
月

千葉県指定無形民俗文化財　
太田のエンヤーホー（59分）

土日祝のキッズシアター
(土・日曜、祝日）13:15
※9/18㈰を除く

8
月

アニメふるさと再生　日本昔ばなし
「ほら吹き娘、熊と狐、和尚と小僧の
川渡り」（25分）

9
月

アニメふるさと再生　日本昔ばなし
「しっぺいたろう、天にのぼった息
子、無精くらべ」（25分）

◆博物館ミュージアムシアター
会場講堂　定員各先着84人（申込不要） ※座席指定｡　費用無料

●松戸短歌会
日第2㈯13時～17時会市民会館費半
年6,000円問塩

しおいり

入☎391－5016
●松戸クロッキーの会（人物デッサン)
日第1・3㈮18時30分～21時会市民会
館持クロッキー帳、えんぴつ費月3,000
円 3,000円問細

ほ そ や

谷☎384－4736
●あすなろ会（油彩・水彩の洋画）
日月3回㈬9時～13時会市民会館持
画用紙、絵の具、筆など費月4,000円

3,500円問鈴木☎707－8786
◆新松戸・版画バンバン
日㈬13時～16時会青少年会館費月
1,000円 2,000円問 溝 上 ☎346－
5827（昼間のみ）

会 員 募 集
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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コード）をご覧ください。
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世界のためにみんなで考えよう

地
生
方

創

VOL.
4

政策推進課市政総合研究室☎704－4006
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祭祭

専用ホームページ

試合日時9月12日㈪・13日㈫各18時試合開始
対戦相手北海道日本ハムファイターズ
会場ZOZOマリンスタジアム（千葉市）
対象市内在住・在勤・在学
定員各100組（抽選、2人1組、内野指定席フロア4）

8月15日㈪10時〜28日㈰22時の間に、専用ホーム
ページで　※抽選結果は9月上旬にEメールで連絡。
※2試合とも申し込むことはできません。　

　

チームの詳細は、Matsudo City FCホームページをご覧ください。

M
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や ま と

和さん

　「サッカーを通じて、松戸を盛り上げたい」。そう話してくれたの
は、Matsudo City FCの監督の疋田大和さん。昨年の高校サッカー
選手権大会千葉県大会で3位の成績を収めた専修大学松戸高校サッ
カー部の顧問でもあります。相手を翻弄する豊かな創造性とテクニッ
クが強みの専松サッカー部は、選手たちの考えを尊重し、何よりサッ
カーを楽しむことを大切にしています。強豪校でありながら、「週2
日は休養に当て、無理な練習は行っていません。考えを押しつけない
ことで、選手が自主的に練習しています」という指導方針のもと、一
定の結果を出し続けています。
　疋田さんがMatsudo City FCを創設したきっかけは、そんな教え
子たちが高校卒業後にサッカーを続ける機会や場所が無いことに直面
していたこと。彼らに、またサッカーを楽しむ場所を提供できないか
と創設したのが「Matsudo City FC」でした。それゆえ、専松サッ
カー部の卒業生をはじめ、松戸にゆかりのある選手が多く在籍してい
ます。創設当初は、本職である高校教員の仕事の合間に、メンバー募
集や試合日の調整、出場メンバーの選出などチームの運営をしなが
ら、自身も選手として試合に出場するなど忙しい日々を送っていたそ
うです。そんな中、徐々に口コミで広がり、今では総勢50人以上が
所属し、市内の企業などの協賛も得られるクラブに成長しました。
　自身も選手としてFC町田ゼルビアやグルージャ盛岡などに所属し
ていた疋田さん。高度なスキルと感性を持つ選ばれた選手しかいない
プロの世界であっても、「チームメイトとの関係性やチームの雰囲気
がパフォーマンスに直結することを実感しました」と振り返ります。
そんな疋田さんが選手時代や専松サッカー部の指導経験を生かして監
督を務めるMatsudo City FCは、結成2年目の昨年、千葉県2部リー
グに昇格し、今年5月に開催された全国クラブチーム選手権千葉県
大会で優勝、9月に市原市で行われる関東大会出場を決めています。
「このチームの原動力は楽しむこと。結果としてそれが表現力や想像
力を豊かにして、良いパフォーマンスへとつながっています」と、疋
田さんのサッカーを楽しむという揺るぎない信念が、メンバー同士が
リスペクトし合う関係性を生み、県1部リーグ昇格を目指すチームへ
と成長させています。
　「全国的に部活動顧問の負担が問題となっているので、今後はサッ
カーの外部指導員の派遣もチームで取り組んでいきたいです。それが
松戸市への恩返しにつながればうれしいですね」と地域への貢献も目
指します。より多くの人にサッカーの楽しさを伝える疋田さんの挑戦
は始まったばかりです。

本気で楽しむ
サッカーを通じて松戸を元気に

左から球団公式マスコット・
マーくん、リーンちゃん、

ズーちゃん

　塗り替える色のアンケートを行い、市民の皆さんから意見を募ります。今
後の流れは以下の通りです。
①市民アンケートの実施（詳細は広報まつど９月１日号や市ホームページで

お知らせします）
②アンケート結果と学識経験者の意見を参考に色を決定
③広報まつど・ホームページなどで公表

「あかりのボックス」「あかりのボックス」のの塗り替え塗り替えをを
予定しています予定しています

あかりのボックス

新松戸新松戸
駅前駅前 道路維持課☎366－7358

あかりのボックスとは
　JR新松戸駅改札正面にある赤い鉄骨のオブジェ
で、歩行者の動線を限定することで事故を防止
し、駅前の敷地の不法占用や放置自動車を抑止す
る目的で設置されています。

令和3年10月生
10カ月になりました。
ねえねと仲良く、すく
すく大きくなってね！

令和2年8月生
頑張りやさんでとてもいい子です。
ご飯をもりもり食べて、元気に育っ
てね。たくさん一緒に遊ぼうね。

令和2年7月生
たくさんの人に支えられ
て、元気にすくすく大き
くなりました！

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)・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 !
同チーム

ホームページ

同ホームページ

茉ま

り凛
ち
ゃ
ん

彩さ

い

ち都
ち
ゃ
ん

晴は

る

き希
ち
ゃ
ん

千葉千葉ロッテマリーンズロッテマリーンズ公式公式戦戦にに
市民の皆さん市民の皆さんをを抽選抽選でで招待招待

マリーンズインフォメーションセンター☎03－5682－6341

出典：国際連合広報センターホームページ

SDGsを学べるすごろく「ゴー・ゴールズ」
　今回は、すごろくで遊びながらSDGsにつ
いて学べる「ゴー・ゴールズ」について紹介
します。
　「ゴー・ゴールズ」は、ブリュッセルの国
連地域広報センター（UNRIC）が、明るい
未来のために若い世代の人たちがキープレー
ヤーになることが必要であるとし、8〜10歳
の子どもたちを対象に作成したものです。

　ルールはいたってシンプルで、サイコ
ロを振ってコマを進めながらゴールを目
指します。SDGsの17の目標のマス目
に止まったらカードを引き、そのカード
のSDGsにまつわる問題に正解すると、
もう一度サイコロを振ることができるよ
うになっていて、すごろくを楽しみなが
ら、SDGsについての理解を深めていく
ことができます。
　このすごろくは、国際連合広報セン
ターのホームページに手作りキットが公
開されていて、誰でも簡単にプレーする
ことができます。ぜひ、親
子ですごろくを楽しみなが
らSDGsについて考えてみ
てはいかがでしょうか。

松戸市安全安心情報アプリ「カタログポケット」
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

広報まつどをスマートフォンで閲覧でき
ます。 10言語・自動読み上げに対応。
Read in multi languages!

カタログポケット パソコン・スマートフォン版 モバイル版
2022.8.15
（令和4年）
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	広報まつど7面_0805
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