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　市では、あらゆる市民が役割を持つことができ、支え合いながら、
自分らしく活躍できる「地域共生社会」の実現を目指しています。市
と包括的連携協定を締結している流通経済大学も、「誰一人取り残さ
ない」をビジョンに掲げて地域・社会との連携を目指しています。共
通の目的を持つ市と流経大で、学官連携イベントを開催します。

10月16日㈰11時～16時10月16日㈰11時～16時
会場同大学新松戸キャンパス1号館

シンポジウムについて 地域共生課☎710－3200
会場について 同大学☎340－0001（代表）
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●マイナポイント対象交付申請期限が延長 
●ゆうまつどフェスタ2022 
●科学と芸術の丘2022
●高齢者インフルエンザ予防接種
●「あそびのすみか」大型遊具設置

　市民の誰もが参加でき、
ゆるやかなつながりを持つ
ことで、人と人、人と地域
がつながる「まつどDEつ
ながるステーション」を東
部・馬橋・六実六高台・小
金の4地区で推進していま
す。詳細は市ホームページ
をご覧ください。

多世代まるごとの居場所づくり
「まつどDEつながるステーション」推進中！

地域共生課☎710－3200

パラスポーツの魅力に触れよう

ボッチャステージ
　パラリンピックの正式種目・ボッ 
チャの日本一チーム「NECボッチャ 
部」がボッチャの魅力をご紹介。

みんなでまちづくりを考える

シンポジウム「地域共生のまちづくり
in 大学のあるまち松戸市」
　ニュースキャスター・膳

ぜ ん ば

場貴
た か こ

子さんの司会で、地域共生のまち
づくりについて考えます。　※手話通訳・要約筆記あり。
登壇者（予定）同大学客員教授・膳場貴子氏、同大学副学長・
龍崎孝氏、（一社）日本知的障害者チアリーディング協会代表理事・
稻
い な や ま

山敦子氏、松戸市町会自治会連合会長・恩田忠治氏、本郷谷市長

流経大ダンス部によるフィナーレ

ダンスステージ

知的障害者チアが会場を盛り上げる

チアステージ

　プロダンサー・西山友
ゆ う き

貴氏
が率いる流経大ダンス部に
よる熱いパフォーマンスで
ステージイベントを締めく
くります。

　（一社）日本知的障害者チアリーディ 
ング協会、流経大チア部G

グ リ ッ タ ー ズ

LITTERS
によるパフォーマンス！

　開催時間中は、体験ワークショップや多彩なブースが出展します。
詳細は市ホームページまたは同大学ホームページをご覧ください。
ワークショップの内容ボッチャ体験、多文化遊び体験など
ブース出展団体同大学、NECボッチャ部、（一社）日本知的障害者チアリー
ディング協会、松戸市など

共通 会場同大学講堂　定員先着300人　費用無料
10月14日㈮12時までに、申し込みフォームで（定員に満たない場合は当日参加可）　※一時保育あり（若干名、0歳6カ月～小学2

年生）。10月7日㈮までに、電話で地域共生課☎710－3200へ

13時15分から

13時30分から 14時45分から

13時から

要申込ステージイベントステージイベント 時間13時～15時（12時30分開場）

つながる 地域×学生×障害者
であうアート展2022

　成田市にある障害者支援施設「生活工房」に
所属するアーティストたちの絵画・粘土（焼
物）・ニードルワークなどの作品を展示します。
作品を通してアーティストたちの放つパワー・ 
エネルギーをお届けします。
日時①10月8日㈯～16日㈰②10月29日㈯～11
月6日㈰各10時～17時（最終入場16時30分）　
会場同大学①新松戸キャンパス②龍ケ崎キャン 
パス、龍ケ崎市役所　費用無料

同大学学長室 gcs@rku.ac.jp

『イワシの群れ』

『メキシコの仮面』

馬橋地区のプレイベント

流通経済
大学生が

創る

市ホームページ 同大学ホームページ

膳場貴子氏

キャンパス内でキャンパス内で
ワークショップやブース出展ワークショップやブース出展

事前申し込み不要

開催時はのぼり旗が目印！

同大学副学長・
龍崎孝氏

流通経済大学より
　誰もが分け隔てな
く過ごすことのでき
る空間「コモンズ」を
松戸市とともに作って
いきたいと思います。
そのために大学ができ
ることは何か、一緒に
考えましょう。

参加者には
オリジナルグッズプレゼント！

入退場
自由

キッチンカーによる
飲食コーナーも！

SDGs（持続可能な
開発目標）の目標17

申し込みフォーム

市ホームページ

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/



12月10日㈯まで申請期限を延長しました

　9月末までの交付申請に間に合わなかった人も、ぜひお申し込みください。
※マイナポイントの申し込み期限は、従来通り令和5年2月末までです。
�マイナンバー総合フリーダイヤル 0120－95－0178

　情報政策課☎366－7399

マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの
交付申請期限が 12月末までに延長されました

秋の市内一斉清掃 秋のクリーンデー秋のクリーンデー
みんなでまちをきれいにしましょう

家庭ごみ相談コールセンター 0120－264－057、☎050－5358－9687

　美しいまちづくりのため、路上に捨てられている散乱ごみの一斉清掃
を行います。皆さんの参加とご協力をお願いします。
日時10月30日㈰9時～10時〔荒天中止〕�清掃範囲家の周辺や公園、道路
などの公共スペース　清掃方法清掃範囲に散乱しているごみを「可燃ご
み」「プラスチック等のごみ」「ビン・缶・金属類等の不燃ごみ」「落
葉・草・小枝」の4種類のポリ袋に分別して集める
注意
◦落葉・草・小枝を可燃ごみに混ぜないでください
◦家庭からのごみ（テレビ・冷蔵庫など）は出さないでください
◦�道路の側溝清掃で出たドブ泥の処理は、事前申請の上、翌日から1週間
程度の間に収集します
◦臨時集積所を設ける場合は、10時までに清掃を終えてください

案の公表方法市ホームページへの掲載または地域福祉課・行政資料セン
ター・各支所・市社会福祉協議会・各地区社会福祉協議会・図書館（本館・
地域館・分館）での閲覧
意見の提出方法10月31日㈪〔必着〕までに、書面に住所・氏名・表題（「第
4次松戸市地域福祉計画（案）」について）を記入して、持参（各支所可）ま
たは郵送、FAX、Eメール、申し込みフォームのいずれかで
〒271－8588松戸市役所　地域福祉課☎366－3019、
366－1392、 mccomhukushi@city.matsudo.chiba.jpへ
※意見に対する個別回答は行いません。

パブリックコメント （意見募集） 手続きパブリックコメント （意見募集） 手続きをを実施実施
 第4次松戸市地域福祉計画 （案）  第4次松戸市地域福祉計画 （案） 

申し込みフォーム

環境保全課☎366－7337

大気汚染光化学オキシダント以外の項目は、全ての測定局で環境基準を
達成しました。
水質汚濁坂川・新坂川・国分川のBOD（汚濁の指標）は、全て環境基準
を達成しています。
地下水・土壌汚染和名ケ谷・稔台・松飛台・紙敷・六実・二十世紀が丘
地区で、有機塩素化合物による地下水汚染が確認されています。汚染地
区内で井戸を利用している場合は、水道へ転換してください。
騒音・振動主要道路10地点のうち、昼間は8地点、夜間は6地点で自動車
騒音の環境基準を達成しました。道路交通振動は1地点で調査し、要請限
度（環境省令で定める限度）を下回りました。
環境衛生周囲の生活環境を悪化させているあき地の所有者などに対し、
「あき地の雑草等の除去に関する条例」に基づき、指導や草刈り機の無
償貸し出し、草刈業者の紹介などを行っています。
放射能対策平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故
以降、市では各種放射能対策を実施し、現在では市内の空間放射線量は指
標値（毎時0.23マイクロシーベルト）を下回っています。

　詳細は令和4年版「環境の現状と対策（環境白書）」を
ご覧ください。
閲覧方法市役所（環境保全課・行政資料センター）、市立図書
館（本館・地域館・分館）、市ホームページで

私たちの街の環境レポート
住みやすい街 松戸を目指して

市ホームページ

健康福祉政策課☎704－0055

症状がある人発症日から7日間かつ症状軽快後24時間経過後（8日目）に解除
※�入院中または高齢者施設の入所者は発症日から10日間かつ症状軽快
から72時間が経過後（11日目）。

症状がない人検体採取日から7日間経過（8日目）に解除
※5日目に検査キットで陰性を確認した場合は6日目に解除可。
療養期間中の外出症状軽快から24時間経過後は、次の対応を徹底する
ことで、食料品の買い出しなど必要最小限の外出ができます。
◦外出・人と接する時間は短時間◦公共交通機関を利用しない◦マスク
着用などの感染予防
濃厚接触者（変更なし）感染者との最終接触日から5日間（6日目）に解除
※2・3日目に抗原検査キットによる検査で陰性だった場合は3日目に解除可。

　症状がある人は10日間（症状がない人・濃厚接触者
は7日間）が経過するまでは、感染リスクを下げるた
め、健康状態を確認し、重症化リスクの高い人との接触
や感染リスクの高い場所への外出を避けてください！

新型コロナウイルス感染症の
患者療養期間が原則7日間に短縮されました

症状軽快とは
　解熱剤を使用せずに熱が下がり、呼吸器の症状が改善傾向にあること
を言います。

10月は食品ロス削減月間

廃棄物対策課☎704－2010

食品ロス削減にチャレンジしよう！
　「食品ロス」とは、本来食べられるにもかかわらず捨てられている食品
のことです。日本では年間約522万t（令和2年度推計）の食品ロスが発生
していると言われ、国民1人当たりに換算するとお茶碗約1杯分のご飯に
近い量（約113g）が毎日捨てられています。

買い物
◦買い物前に冷蔵庫などをチェック
◦食べられる量だけ買う
◦手前に陳列されている物を選ぶ
保存
◦保存方法に従って最適な場所で保存
◦冷凍や乾燥などの下処理をしてストック
◦�期限の長い食品を奥に、短い食品を手前に

調理
◦�残っている食材、期限の短い
食材から使う
◦食べ切れる量を作る
◦�定期的な整理日を設けて、
食材を上手に食べ切る

家庭でできる！食品ロス削減のポイント
松戸市ごみ減らし
シンボルキャラクター・
クリンクルちゃん

　「清掃事業概要（令和4年度版）」には他にも市の
清掃事業に関するさまざまな情報を掲載しています。
詳細は市ホームページをご覧ください。

　市では、ごみの減量・リサイクルを推進し、一般廃棄物の削減を
図っています。環境への負荷がより小さい「資源循環型社会」を
目指すため、引き続きご協力をお願いします。

分ければ資源・混ぜればごみ

市ホームページ

ごみ処理の現状
令和3年度の市の実績 令和2年度の全国平均

一人一日当たりのごみ排出量 772.5g/日・人 901g/日・人
リサイクル率 24.5% 20.0%

ごみの減量・リサイクルにご協力をお願いします

松戸市お知らせ
キャラクター・
まつまつ

　確認書発行後、まだ給付金を受け取っていない世帯も申請できます。
※家計急変世帯の申請期間は9月30日㈮で終了しました。
給付について �松戸市臨時特別給付金事務センター 0120－970－735

　　　　　　　(平日8時30分～17時)
　 制度について �内閣府コールセンター 0120－526－145（9時～20時）

国実施 住民税均等割非課税世帯等に対する
　　  臨時特別給付金 (令和3・4年度非課税世帯分)

勤務期間10月17日㈪～令和5年3月31日㈮　勤務日数週4日または週5日　
勤務場所商工振興課（京葉ガスF松戸第2ビル）　対象パソコン
入力・電話応対ができる人　時給1,000円（交通費別途支給）
電話で同課☎711－6377へ

※詳細は市ホームページをご覧ください。

会計年度任用職員（事務・短期）募集

市ホームページ

2 広報まつど　2022（令和4）年10月1日

10月5日㈬に、松戸市総合計画特集号を発行します。　 政策推進課☎366－7072



幼稚園・認定こども園入園案内幼稚園・認定こども園入園案内令和5年度

※終了時間が曜日によって異なる園があります。

幼稚園について 幼児教育課☎701－5126
認定こども園について 保育課☎366－7351

働いていても幼稚園を選べます
松戸市は独自に預かり保育料に対して
月額最大30,000円をW

ダブル

で助成します
　幼稚園の通常保育時間（おおむね9時～14時）以
外も園児の保育を行う「預かり保育」には、別料金
がかかります。この料金に対し、幼児教育無償化に
よる助成（月額最大11,300円）に加え
て、市は独自に月額最大30,000円を
Wで助成します。対象園など詳細は
市ホームページをご覧ください。

幼児教育課☎701－5126

駅前に設置された「送迎保育ステーション」
から幼稚園に通えます 要申込

　小規模保育施設へ子を通わせていた保護者も、就
労パターンを変えずに幼稚園を利用できます（定員
あり、抽選）。

10月15日㈯～21日㈮の間に、ちば電子申請サー
ビスまたは直接保育課（☎366－
7351）へ
※送迎保育ステーションの所在地、

対象の指定幼稚園、申し込み方法
などの詳細は市ホームページをご
覧ください。

市ホームページ
「私立保育園の
預かり保育料の
助成について」

市ホームページ
「送迎保育ステー

ション」

園名 所在地 電話番号
開園時間

（預かり保育時間を含む）長期休暇中の預かり保育開始時間 終了時間（※）

幼
稚
園

聖ミカエル幼稚園 施 松戸1126 362－0484 8:00 18:00 8:00～18:00
清風幼稚園 馬橋2547 341－2469 9:00 17:00 －
矢切幼稚園 施 下矢切140 362－4586 7:30 16:50 7:30～16:50
常盤平幼稚園 常盤平2の21 387－5724 8:20 17:00 －
東漸寺幼稚園 W 小金359 347－8001 7:30 18:30 7:30～18:30
ひので幼稚園 常盤平7の18の2 387－7578 8:00 19:00 9:00～15:00
みやこ幼稚園 W 松戸新田516の4 367－3101 7:30 18:30 7:30～18:30
高木幼稚園 W 五香8の1の9 387－4809 8:00 18:00 8:00～18:00
あさひ幼稚園 W 五香西1の19の2 387－6254 7:45 18:00 8:00～18:00
北部幼稚園 根本190 367－3121 8:30 18:00 9:30～18:00
高塚わかば幼稚園 施 高塚新田144 392－2681 8:00 18:00 9:00～17:00
聖徳大学附属幼稚園 W 岩瀬550 368－6135 8:00 18:00 7:00～19:00
二

ふ み が お か

三ヶ丘幼稚園 W 二ツ木1692 341－4548 7:30 18:00 7:30～18:00
松戸みどり幼稚園 仲井町1の32の1 362－6761 7:30 17:00 8:00～16:00
むつみ幼稚園 W 六高台3の50 387－1706 7:30 18:30 7:30～18:30
さつき幼稚園 金ケ作145の1 387－7715 8:30 16:00 －
大勝院幼稚園 W 大谷口143 344－2100 7:45 17:45 8:00～18:00
いわさき幼稚園 W 西馬橋2の6の23 342－8706 7:30 18:30 7:30～18:30
松戸いずみ幼稚園 施 上本郷2794 363－3289 8:00 16:30 －
北松戸さつき幼稚園 北松戸3の6 362－1748 8:00 17:30 8:30～17:30
八
は っ し ょ う

照幼稚園 八ケ崎1032の1 341－1192 8:30 15:00 －
本源寺幼稚園 W 大橋766 391－8592 7:30 18:00 7:30～18:00
みやおか幼稚園 W 小金原3の11 341－6563 7:30 18:30 7:30～18:30
聖徳大学附属第二幼稚園 W 小金原7の14 341－6598 8:00 18:00 7:00～19:00
さかえ幼稚園 W 栄町4の252 361－0532 7:30 18:30 7:30～18:30
まるやま幼稚園 W 大橋372 330－8555 7:30 18:30 7:30～18:30
明和幼稚園 W 稔台2の35の10 363－4012 7:30 19:30 7:30～19:30
高塚幼稚園 W 高塚新田295の3 392－6955 7:30 18:30 7:30～18:30
八柱幼稚園 W 千駄堀1485の15 385－2557 7:30 19:00 7:30～19:00
金ケ作幼稚園 W 金ケ作306の66 385－3050 7:30 18:30 7:30～18:30
かきのき幼稚園 W 三矢小台5の13の4 365－5656 7:30 18:30 7:30～18:30
北丘幼稚園 W 五香7の19の1 385－4335 8:00 18:00 8:00～18:00
新松戸幼稚園 W 新松戸3の256 344－4199 7:30 18:00 7:30～18:00
第二かきのき幼稚園 W 新松戸5の191 345－4722 7:30 18:30 7:30～18:30
専修大学松戸幼稚園 W 上本郷2の3621 365－1821 7:30 18:30 7:30～18:30
いわさき第二幼稚園 W 旭町2の300 346－3164 7:30 18:00 7:30～18:00

認
定
こ
ど
も
園

栴
せ ん だ ん

檀幼稚園
（松戸認定子ども園） 常盤平2の31の2 387－0875 7:00 19:00 7:00～19:00

千駄堀栴檀幼稚園 
（千葉認定こども園） 千駄堀1865 341－6882 7:00 19:00 7:00～19:00
牧の原栴檀幼稚園 

（東京認定こども園） 牧の原2の5 385－0907 7:00 19:00 7:00～19:00
はなみずきこども園 常盤平3の25の2 383－8731 8:30 17:30 8:30～17:30
耀
かがや

きの森幼児舎 紙敷1080の1 710－0002 7:30 18:30 7:30～18:30
野菊野こども園 野菊野5 365－8385 8:30 17:30 8:30～17:30
小金西グレースこども園 新松戸北2の11の3 345－4994 8:00 18:00 8:00～18:00
さわらびこども園 栄町3の185の1 362－1530 9:00 18:00 9:00～18:00
さわらびドリームこども園 栄町3の185の1 703－3838 9:00 18:00 9:00～18:00
認定こども園　風の丘 大橋300の1 375－8440 8:30 17:30 8:30～17:30
北小金グレースこども園 殿平賀200の11 348－3880 8:30 18:00 8:30～18:00

来春新入学する小・中学校が選べます来春新入学する小・中学校が選べます
学務課☎366－7457

　理由を問わず、住所地の学区と隣接している学区の学校の中から、安全に徒歩通学できる範囲の
入学したい学校を選べます。
対象市内在住の来春小・中学校に入学する新1年生

11月初旬に届く「入学通知書」と「学校選択希望票」を、①市ホームページ内のちば
電子申請サービス②郵送③直接〒271－8588松戸市教育委員会　学務課へ
申込期間①11月10日㈭～24日㈭②11月10日㈭～17日㈭〔消印有効〕③11月17日㈭
～24日㈭の開庁日　※希望者数が受け入れ可能数を超えた場合は公開抽選となります。

　特別な理由があって学区外の学校へ就学を希望する場合は申し立てができます。
申し立ての理由①兄または姉と一緒の学校に通学させたい②保護者の就労により、親戚宅などに預
けなければならない③保護者が事業を営んでいるため、保護者の事業所に帰宅させなければならな
い④身体的な理由により指定校より通学距離の近い学校へ通学させたい（身体的負担軽減のため）
⑤DV避難などにより実際に居住している学区の学校へ通学させたい⑥市内転居が決
まっているので、転居先の学校へ通学させたい　※②③は小学校のみ。

10月上旬から、理由を証明する書類・印鑑・入学通知書（届いている場合）を持参
して、直接学務課へ　※詳細は10月以降に配布予定のパンフレットまたは市ホーム
ページをご覧ください。

学区外就学申し立て

学校選択制

放課後児童クラブ
利用案内

令和5年度

継続利用者も申し込みが必要です

子育て支援課☎366－7347

　放課後児童クラブは、保護者が就労などの
理由で昼間家庭にいない小学生が、保護者の
お迎えまで遊びや宿題をしながら過ごす施設
です。市内の全ての公立小学校区に設置され
ています。
※新1年生は各小学校の就学時健診時に、放課

後児童クラブの案内を予定しています。
休業日日曜日、祝・休日、年末年始
利用料月額9,000円（準要保護世帯4,000円、
生活保護世帯無料）

11月1日㈫～30日㈬各13時～18時（土・日
曜、祝・休日を除く）の間に、直接各クラブへ
※各クラブの連絡先などは市ホーム

ページをご覧ください。
※申込期間を過ぎた場合、令和5年

5月以降の利用開始となります。 市ホームページ

　住所地の学区の学校へ入学を希望する場合は、手続きの必要はありません。市外から転入する新入
生は、同課へお問い合わせください。

＝施設型給付を受ける幼稚園施 ＝松戸市独自助成対象W

　各園の一覧は、市ホームペー
ジまたは私立幼稚園連合会ホー
ムページをご覧ください。願書
配付・入園受付の日程は、各園
に直接ご確認ください。

直接希望する各園へ（各園による選考があります）

同連合会
ホームページ

市ホームページ
「幼稚園一覧」

市ホームページ

入園決定後の手続き
●幼稚園入園先を通して市役所幼児教育課に「施

設等利用給付認定」の申請をしてください
●認定こども園（幼稚園部分）、施設型給付を受け
る幼稚園市役所保育課に「支給認定」の申請を
してください

☎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。

市ホームページ
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小さい子のためのおはなし会 みんなのおはなし会
日時10月13日㈭・18日㈫・21日㈮・
25日㈫・27日㈭各10時30分～11時、
14時30分～15時
会場子ども読書推進センター
対象0歳～3歳程度の子と保護者
定員各先着6組

親子絵本講座
日時10月14日㈮10時30分～11時10分
会場子ども読書推進センター
対象0歳～3歳程度の子と保護者
定員先着6組

日程 会場 定員
（先着）

10/8 ㈯ ひがまつテラス（地域館内） 6組
14 ㈮ 明市民センター 8組
18 ㈫ 小金原市民センター 8組
19 ㈬ ひがまつテラス（地域館内） 6組
21 ㈮ 五香市民センター 8組
25 ㈫ 小金市民センター（分館内） 3組
27 ㈭ ひがまつテラス（地域館内） 6組
28 ㈮ 新松戸市民センター 8組

時間各16時～16時30分（10月8日㈯のみ
11時～11時30分）
対象幼児～小学生とその保護者

絵本はじめのいーっぽ
～乳幼児のための読み聞かせサポート～ 要申込

日時 会場（駐車場はありません） 定員（先着） 電話

①10/21 ㈮ 10:00～10:30 CMS 子育て支援センター
（六高台保育園内） 5組 394－5590

②　  26 ㈬ 10:30～11:00 ほっとるーむ新松戸 8組 375－8737
③　  27 ㈭ 10:30～11:00 矢切公民館 6組 368－1214

④　  28 ㈮

10:30 ～11:00 常盤平児童福祉館 10組 387－3320

10:45 ～11:15 チェリッシュ・サポート・
システム（野菊野こども園）20組 308－5880

11:20 ～11:50 根木内こども館 6組 315－2985

対象0歳～3歳程度の子どもとその保護者
電話で各会場へ（③④は申込不要）

 子ども読書推進センター☎331－0077おはなし会親子で楽しむ！

期間11月5日㈯～10日㈭
会場ゆうまつど（一部オンライン開催あり）
※「一時預かりあり」の催しは、申し込みの際に一時

預かりを申し込めます。

松戸から変えよう・もっと変わろう

男女共同参画課☎364－8783、 364－7888

基調講演会 男性の家庭参画がニッポンを変えるのだ！
～女性の社会活躍と家族の幸せのために～ 要申込
日時11月5日㈯13時30分～15時（後日オンデマンド
配信あり）　講師内閣官房こども家庭庁設立準備室参事官
補佐・前田晃平氏　定員先着30人（オンデマ
ンド配信は定員なし）　費用無料

市ホームページまたは電話で男女共同参画セ
ンター☎364－8778へ　※一時預かりあり。
ワークショップ 30周年を迎え、つなぐ想い
日時11月6日㈰10時～12時　内容男女共同参画の明日を語る
コーディネーター松戸市女性センター初代所長・山口文代氏　費用無料

まつど女性会議・酒井☎080－1064－1735
講演会 夫婦別姓「容認」の元最高裁判事と語る 要申込
日時11月6日㈰10時30分～12時　講師元最高裁判所判事・山浦善樹氏
費用無料

電話でどんぐりのわ・神山☎080－5411－3190へ　※一時預かりあり。
講演会 男女平等！ポスターに見る世界の女性たち
日時11月6日㈰14時～16時30分　講師女性政策研究家・三井マリ子氏
費用500円

房
ふ さ

総の会・安藤☎384－5488
ワークショップ 介護・看病・育児…頑張っている人へ、一息入れて
みませんか？～自分へのケアなど～ 要申込
日時11月6日㈰14時～16時30分　内容リフレッシュの方法など　費用無料

電話またはFAXで松戸カウンセリングの会・八
や く わ

鍬☎ 04－7122－4100へ
※一時預かりあり（定員2人）。

市ホームページ

同NPO
ホームページ

障害福祉課☎366－7348、 366－7613

ライフサポートファイルをご活用ください
　障害のある子や発達が気になる子の成育歴・関係機関・通院している医療
機関などを記録し整理できる「ライフサポートファイル」を配布していま
す。詳細は市ホームページをご覧ください。
こんなときに活用できます 子どもが●相談窓口や医療機関に通い始めるとき
●障害福祉サービス事業所を利用するとき●就園・就学・就労するときなど
配布場所 障害福祉課、学習指導課、ふれあい22（学習指導課五香分室・こども発達セン

ター相談診療部門・常盤平基幹相談支援センター）、中央・小金各基幹相談支援センター

同館ホームページ

子どもの成長記録が共有できる

　ゲームやアプリを通して、地域の課題をどのように解決していくべきか、一緒に考えま
せんか。詳細は市民交流会館ホームページをご覧ください。
日時①10月22日㈯②11月5日㈯各14時～16時30分　会場市民交流会館
文化施設　対象中学生以上　定員各先着15人　費用無料

電話または直接同館☎349－6530へ

前田晃平氏

やさシティ、まつど。
ビジネスプランコンテスト

要申込

地域密着・市民参加型

ママジョブカフェ 要申込
日時11月7日㈪10時～13時30分　内容①私だけの広報戦略を作ろう！＆
起業家交流会・働くをスムーズにする会話術講座②就労＆起業おしゃべり
Café☆ママの自立応援ブース③まつど女性就労・両立支援相談＆起業相談
④ファイナンシャルプランナーによるライフプラン相談⑤子育て情報提供
コーナー⑥ファミリー・サポート・センター個別相談会
①③④のみ電話で男女共同参画課☎364－8783へ　※一時預かりあり。

【Zoom開催】発達のゆっくりめな子の就学に向けての
勉強会 要申込
日時11月8日㈫10時～11時30分
講師特別支援教育士・石井裕子氏　費用無料

NPO松戸子育てさぽーとハーモニーホームページで
ワークショップ ぽ・こ・ランド～おやこであそぼう～ 要申込

日時11月9日㈬10時～11時、11時15分～12時15分　内容手遊び、絵本、
エプロンシアター、工作など　対象3歳以下の子と保護者　費用無料

電話でNPO子育て支援ぽこら・桑島☎090－2907－8552へ
ワークショップ ジェンダーと災害～誰もが安心して過ごせる避難所
づくり～ 要申込
日時11月9日㈬13時30分～15時30分
講師流山防災まちづくりプロジェクト・山口文代氏　費用500円

電話でチームきらめき塾’08・山口☎090－2907－2293へ
ワークショップ 手形アートをつくろう 要申込
日時11月10日㈭10時～12時　費用無料

電話またはFAXでまつど一時保育ネットワーク・有川☎090－4613－
8382、 386－1902へ

市民活動市民活動講座講座スタートアップ！スタートアップ！
～ワガママを解き放ち社会問題を解決！～～ワガママを解き放ち社会問題を解決！～ 要申込

①SDGsカードゲームで地域の問題を解決！
②自分の身近な問題を解決するアプリを作ろう！

賞金最大
10万円！

同館ホームページ

同オフィス
ホームページ

　地域で活躍する起業家の皆さん、自身の「起業のタ
ネ」を市民の皆さんにアピールしませんか。入選者には
実践的なビジネス支援を行い、事業の成長もサポートし
ます。
応募資格次のいずれかを満たす人◦市内で1年以内に起業
予定◦起業5年未満で主な事業所が市内にある◦市外に事
業所があり、1年以内に市内に事業所を設立予定
賞品市長賞（1人）トロフィー、賞金10万円
優秀賞（2人）楯、賞金5万円入賞（2人）楯　
※入選者は同オフィスのクラウドビジネス

プラン6カ月間無料。
12月15日㈭までに、同オフィスのホーム

ページで

松戸スタートアップオフィス事務局
0120－917－854、 bizcon@matsudo-startup.jp

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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児童手当10 月期分（6 月～ 9 月分）を
10/7 ㈮に指定口座に振り込みます

　今回から所得上限額以上の世帯は支給
されません　※詳細は市
ホームページで 子育て
支援課児童給付担当室☎
366－3127

10/1㈯～R5/1/31㈫は赤い羽根共同
募金運動

　松戸市の令和3年度の実績は22,425,902 
円でした。県内の福祉活動や災害支援に
役立てられます 千葉県共同募金会松戸
市支会（地域福祉課内）☎366－3019

10/15㈯～21㈮は違反建築防止週間
　期間中、公開建築パトロールを実施
します。建物を建てるときは、基準や
手続きを守り適正に工事を進めましょ
う 建築指導課指導班☎366－7368

10/17㈪～23㈰は行政相談週間
　特設行政相談を実施します日10/18
㈫10時〜12時会市役所本館2階相談
コーナー、小金保健福祉センター内国
や特殊行政法人などに対する意見・要望

広報広聴課広聴担当室☎366－1162

文化ホール（展示）の使用受け付け
日10/12㈬10時30分から会同ホール
使用期間 R5/1/4㈬〜3/31㈮（除外日
あり）区画の種類市民ホール（300㎡)、
ギャラリー1〜3（各150㎡） 使用料、
社会教育関係団体登録証（該当団体の
み） ※抽選会の参加は各団体2人まで

文化ホール☎367－7810

第11回戦没者特別弔慰金はR5/3/31㈮
17時〔必着〕までに請求してください

　請求期限を過ぎると第11回特別弔慰
金を受ける権利がなくなります 地域
福祉課☎366－3019

中央保健福祉センター保健師（会計年
度任用職員）募集
勤務日数週2〜3日勤務時間 8時30分〜
17時　※応相談内育児相談、家庭訪問
など 時給1,545円（別途交通費支給）
対市内医療機関に勤務していない保健
師申電話で子ども家庭相談課母子保健
担当室☎366－5180へ

令和4年度後期技能検定試験
受付期間 10/3㈪〜14㈮受験手数料実技
18,200円学科3,100円　
※詳細は千葉県職業能力開
発協会ホームページで
同協会技能検定課☎043－
296－1150

個別的労使紛争のあっせん
　労働者と使用者の間で生じた労働関係
のトラブルに、委員が間に入って双方の
歩み寄りによる解決を目指します 千葉
県労働委員会事務局☎043－223－3735

10月の松戸競輪開催日程
場外開催1㈯〜3㈪弥彦(FⅡ)、1㈯〜4㈫久
留米（熊本）記念（GⅢ）、2㈰〜4㈫防府
（FⅠ）、7㈮〜10㈷松阪記念（GⅢ）、13㈭
弥彦（FⅠ）・岸和田（FⅠ）、13㈭〜16㈰松
山(GⅢナイター)、14㈮〜16㈰静岡（FⅠ）、
20㈭〜23㈰前橋（寛仁親王牌GⅠ）、21
㈮〜23㈰名古屋（FⅠ）、29㈯〜11/1㈫京
王閣記念（GⅢ）、31㈪〜11/2㈬福井（F
Ⅰ） 公営競技事務所☎362－2181

①②ストレッチヨガ〔全３回〕③さわや
かヨガ教室
日①10/4〜18の㈫各10時〜10時50
分②10/5㈬・12㈬・26㈬各11時〜
11時50分③10/6㈭・20㈭・27㈭各
10時〜10時50分会東部市民センター
対16歳以上定各先着18人 各500円
申電話で同センター☎391－3701へ

㈱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・個別相談
を行います日①10/7㈮②10/26㈬各
10時〜11時30分会①二十世紀が丘②
東部各市民センター対おおむね60歳以
上定各先着10人程度申電話で高齢者
支援課☎366－7346へ

チャリティー銭湯1
せ ん と う

010
日10/10㈷15時〜23時会平和湯ラン
ド、小金バスランド、宮前湯、馬橋湯、
松戸ヘルスランド 中学生以上200円、
小学生50円　※未就学児無料 松戸市
公衆浴場組合☎387－2044

不動産鑑定士による無料相談会
日10/11㈫10時〜16時会市役所1階連
絡通路内相続・借地権など不動産の評価
に関する相談（先着順） (公社)千葉県
不動産鑑定士協会☎043－222－5795

(公社)松戸市シルバー人材センター
入会説明会
日①10/11㈫②10/20㈭各10時から
会①馬橋東市民センター②すぐやる馬
橋対臨時的・短期的または軽易な就業
を希望する市内在住の60歳以上定各
先着①40人②10人申申
し込みフォームまたは電
話で同センター☎330－
5005へ

ハローワーク＆サポステ共催就職面談会
日10/12㈬・13㈭各10時30分〜12時、
13時30分〜15時会アートスポットまつど
（キテミテマツド9階）参加企業合計20社
対求職中の20歳〜55歳（学生を除く）定
各先着60人（予約優先）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

古民家「旧齋藤邸」①造形講座②旧齋
藤邸を描こう！
日①10/12㈬13時15分現地集合、15時
30分解散②10/13㈭・26㈬、11/11㈮
各10時30分〜15時〔雨天決行〕　※来
館・解散時間自由会同邸（紙敷588）内
①鳥

ちょうじゅう

獣戯
ぎ が

画の模写講日本画家・泉晴
せいこう

行
氏定①9人②15人（いずれも抽選）
①飲み物、虫よけスプレー②画材一式
申10/3㈪9時〜17時の間に、電話で社
会教育課☎367－7813へ

ふれあい教室「朗読をきくかい」
日10/12㈬10時〜11時30分会ふれあ
い22内松戸朗読奉仕会による短編・
エッセーなどの朗読対障害者手帳を
持っている人など 障害者福祉セン
ター☎383－7111

第1回松飛台フェスタ
日10/16㈰9時30分〜16時会松飛台第
二小学校 同フェスタ実行委員会・稲岡
☎090－5568－0803

自転車かごカバーや自転車盗難・空
き巣対策グッズを配布

　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)日10/14㈮10時〜10時30分〔雨天
中止〕会五香公園（五香西1の21）定
先着100人 市民安全課☎366－7285

シティー・ミニコンサート～モンゴル
の伝統楽器・馬

ば と う き ん
頭琴～

日10/19㈬12時15分〜12時45分（11時
45分開場）会市役所市議会議場曲目明
るい草原、馬手の轟

とどろ

き 演奏者バートル
ジャブ・ボルドエルデネ（馬頭琴）定80
人（抽選)　※一時預かりあり（6カ月〜
未就学児、ちば電子申請サービスで要
申し込み）申10/7㈮までに、ちば電子
申請サービスまたは往復はがきに郵便
番号・住所・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
に満たない場合は10/11
㈫から電話で受け付け

小金原老人福祉センター瑞
ずいぼくかい

墨会書道展
日10/22㈯10時〜17時、10/23㈰10時
〜16時会小金原市民センター 小金原
老人福祉センター☎344－8270

仕
し ご と

事に役
や く だ

立つ中
ちゅうきゅうにほんごきょうしつ

級日本語教室〔全36回〕
日10/25〜R5/3/16の㈫㈭各10時30分
〜12時20分（11/3㈷、12/27㈫・29
㈭、R5/1/3㈫・5㈭、2/23㈷を除く）
会日本国際工科専門学校6号館対市内
在勤・在住の18歳以上でJLPTN4程度
の外国人定先着15人 1,000円〔(公
財)松戸市国際交流協会年会費含む〕申
10/3㈪〜24㈪の間に、電話で同専門学
校☎702－7068へ

手話講習会
日11/10㈭15時〜16時30分会ふれあい
22内日常生活で使える手話表現（通訳
有）対市内在住・在勤定20人程度（抽
選）申10/28㈮〔消印有効〕までに、は
がきに住所・氏名（ふりがな)・年齢・職
業・電話・FAX番号を記入して、〒271－
8588松戸市役所　障害福祉課（☎366
－7348、 366－7613）へ

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　

ちば電子申請
サービス

申し込み
フォーム

同協会
ホームページ

 市ホームページ

農業委員会総会
日10/7㈮15時から会市役所新館7階大
会議室傍聴定員先着5人（開会20分前
から会場前で受け付け） 農業委員会
事務局☎366－7387

教育委員会会議
日10/12㈬9時30分から会京葉ガスＦ
松戸ビル5階会議室（傍聴は当日9時か
ら会場前で受け付け） 教育総務課☎
366－7455

総合教育会議
日10/12㈬13時から会京葉ガスF松戸
ビル5階会議室（傍聴は開会30分前か

ら会場前で受け付け） 政策推進課☎
366－7072

介護保険運営協議会
日10/20㈭14時から会市役所新館7階
大会議室傍聴定員先着5人（開会15分
前から会場前で受け付け） 介護保険
課☎366－7370

少年センター運営協議会
日10/25㈫14時から会中央保健福祉
センター2階傍聴定員先着5人（開会30
分前から会場前で受け付け） 子ども
わかもの課少年センター☎366－7464

会議

　
地区意見交換会

　各地区で町会・自治会長の皆さんと市長が懇談します時間①③⑥10時から②④⑤
⑧13時30分から⑦⑨14時から申各締め切りまでに、電話で各傍聴申し込み先へ

日程 地区 会場 傍聴申し込み先 申込締切日
① 10/20㈭ 馬橋 馬橋東市民センター 馬橋支所☎345－2131 10/13㈭② 小金 小金市民センター 小金支所☎341－5101
③ 10/25㈫ 本庁 市民会館 市民自治課☎366－7318 10/18㈫④ 常盤平団地 常盤平市民センター 常盤平支所☎387－2131
⑤ 10/26㈬ 矢切 まつど市民活動サポートセンター 矢切支所☎362－3181 10/19㈬
⑥ 10/28㈮ 常盤平 常盤平市民センター 常盤平支所☎387－2131 10/21㈮⑦ 五香松飛台 五香市民センター 六実支所☎385－0113
⑧ 11/  1㈫ 新松戸 新松戸市民センター 新松戸支所☎343－5111 10/25㈫
⑨ 11/  4㈮ 六実六高台 六実市民センター 六実支所☎385－0113 10/28㈮
※この他の６地区は、７月・８月に開催済み。

まつど市民活動サポートセンターの講座 要申込

NPO・市民活動よろず講座①はじめての法人格選び〜NPO法人の立ち
上げを体験してみよう〜②会議や話し合いが活性化する「グラフィックレ
コーディング」の基本を学ぶ
③NPO・市民活動よろず相談室 資金調達入門〜地域で活動するための
資金を集める方法を教えます〜
④持続可能な市民社会を実現する実践研究会「異なる背景を持つ人たち
と“違い”をどう受け止め合うか」
日時①10/15㈯14時〜16時②10/30㈰10時〜12時③10/25㈫13時〜15
時④10/30㈰14時〜16時30分　会場①②④同センター③新松戸市民活動
支援コーナー　講師①②同センターコーディネーター③同センター長④
ヒッポファミリークラブ・中村佳

よ し こ

子氏、NPOユニークユニバース代表・
益山ゆき氏　対象③ボランティア団体やNPO、町会などの運営に関わって
いる人　定員各先着①〜③15人④30人

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

お知らせ 講座・講演・催し
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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）〕



流鉄BEER電車 要申込

　松戸と流山の名店が作る、流鉄の
「オムライス電車」をテーマにした
オリジナルたまご料理や、車両基地
付近のイートインスペース、電車を
バックに披露される生演奏など、普
段と異なる車両基地や電車内を楽し
みませんか。詳細は電子チケット販
売サイト「t

テ ケ ト

eket」をご覧ください。
日時10月15日㈯〔荒天中止〕15時～16時30分、17時15分～18時45分、
19時30分～21時　※時間入れ替え制。　会場流鉄流山線流山駅車両基地周
辺　定員①入場券各先着240人②プレミアム入場券各先着60人　費用①1枚
500円②1枚2,000円（クラフトビール2本、芋けんぴ付き）

電子チケット販売サイト「teket」で希望する時間帯のチ
ケットを購入　※当日入場券はありません。

流鉄沿線活性化実行委員会事務局（流山市役所流山本町・
利根運河ツーリズム推進課内）☎04－7168－1047 teket

3年ぶり開催

4年ぶりの開催！

七草マラソン大会参加者募集七草マラソン大会参加者募集

出店者募集出店者募集

　個々の体力に応じたスピードで走り、
完走の喜びを味わうことのできる伝統あ
るマラソン大会です。
日時令和5年1月8日㈰8時40分から
会場運動公園陸上競技場他
部門ファミリー・小学生2km、中学生5km、高校生以上5km・10km
費用4,500円（中学生以下800円、高校生1,600円、ファミリー
3,500円）

11月10日㈭までにオンラインで　※詳細は市ホームページま
たは市内各公共施設で配布するパンフレットをご覧ください。

会場運動公園内の1区画（3.6m×2.7m）
出店内容飲食物（七草粥

が ゆ

）、飲食物（その他一般）、地域の特産品、ス
ポーツ用品、その他
募集店数13区画（抽選）
出店料10,000円（テント・机・椅子の貸し出し別途各5,000円）
※出店条件などの詳細は市ホームページ掲載の募集要領をご覧ください。

11月10日㈭〔必着〕までに、市ホームページ掲載の
申込書に必要事項を記入して、郵送またはFAXで〒271
－8588松戸市根本356京葉ガスＦ松戸ビル6階　松戸市
七草マラソン大会実行委員会事務局（スポーツ課内）
☎703－0601、 366－7475へ

スポーツ課☎703－0601

市ホームページ

市ホームページ

10時30分～15時
MATSUDO　WORLD
CONCERT
◦和太鼓の公演◦ルイス佐々
木氏のドミニカンダンス◦松
戸シティフィルハーモニー管弦
楽団◦フロール・ヂ・マツド・
セレージャ（サンバ）
10時～14時30分 体験しよう！
◦記念品がもらえる文字探しラリー（先着順）◦バルーン
アート（先着順でバルーンプレゼント）◦各国文化の紹介
（展示・体験）◦各団体、NPO法人の活動紹介◦世界のおも
ちゃと民族衣装の展示、言葉遊びや手遊びの紹介◦茶道体
験、台湾茶の飲み比べ（有料）など

松戸市国際文化祭～広げよう国際交流の輪～
（公財）松戸市国際交流協会☎711－9511

10月22日㈯10時～15時　会場市民会館　費用無料

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室

共通 定員各先着80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

同館☎368－1237

投影日10月1日㈯～23日㈰の 土・日曜・祝日
※29日㈯・30日㈰は特別投影のため内容が異なります。

キッズ＆ジュニアアワー みずがめ座のおはなし
時間10時30分（1日㈯・8日㈯・22日㈯を除く）、14時30分（各20分）
内容星と星座にまつわる子ども向けのやさしいお話

一般投影 月を見上げよう～お月見＆皆既月食～
時間11時30分（文字解説付き、1日㈯・8日㈯・22日㈯を除く）、15時30
分（各40分）　内容月を見上げるときにちょっと楽しくなるお話と星空紹介

10月の番組

　市内の市民団体のボランティアを体験できます。地域で何か活動した
いと思っている皆さん、気軽にご参加ください。
体験の流れ

①オリエンテーション市内の活動を知り、参加者同士で市民活動への理
解を深めます

②マッチングコーディネーターと面談し、市民活動・ボランティア団
体・町会自治会などから参加団体を決定します

③ボランティア体験決定した団体で活動を体験します（2日以上推奨）
日時①10月29日㈯10時～12時②随時調整③11月15日㈫～令和5年3月
31日㈮の間で各自　会場①②まつど市民活動サポートセンター③各参加
団体で指定　対象市内在住・在勤・在学の18歳以上　定員20人（申し
込み多数の場合は書類選考）　費用無料

10月24日㈪までに、申し込みフォームまたは同センター
で配布する申込書を郵送・FAX・Eメールのいずれかで
〒271－0094松戸市上矢切299の1　まつど市民活動サポー
トセンター 365－5636、 hai_saposen@matsudo-sc.
com（☎365－5522）へ

大人大人のためののための
ボランティア体験ボランティア体験

申し込み
フォーム

事前説明会
日時 会場

10/ 7㈮ 10:00～11:30 常盤平市民センター
14:00～15:30 市民会館

10/13㈭ 10:00～11:30 稔台市民センター
13:00～14:30 市民会館

電話で地域包括ケア推進課地域支援担当室☎702－3652へ

高齢者向けオンライン体験講習会高齢者向けオンライン体験講習会
2次募集 要申込

スマホ・タブレットでテレビ通話

　高齢者がコロナ禍でも安心して交流できるよう、タブレットやスマー
トフォンなどによるテレビ通話の使い方などを学べる講習会を無料で実
施します。申し込みには事前説明会への参加が必要です。
実施時期11月～令和5年2月の間の5～7週間程度
内容 初回 タブレットなどの基本操作、文字の入力やコミュニケーショ
ンツールなどの使い方 2回目以降 講師のサポートを受けながら、グルー
プごとに自宅でオンライン体験・交流　対象市内在住の65歳以上の個
人・団体（3人以上）　持ち物タブレット、スマートフォンなど個人所有の
端末（タブレットの貸し出しあり）　費用無料

フロール・ヂ・マツド・セレージャ

要申込

地域での活動に興味があるけど、
きっかけがないというあなたへ

　災害時の避難所生活で飼い犬が他人に迷惑をかけないよう、トイレのしつ
け、ハウストレーニングなど、正しい飼い方・しつけ方のポイントを学びます。
日時10月25日㈫13時～16時〔雨天中止〕会場新松戸南公園（駐車場あり）
講師千葉県動物保護管理協会・石田輝

てる

子
こ

氏　定員先着20組（1世帯につき2
人、犬1頭まで）　対象犬の登録、令和4年度狂犬病予防注射済票の交付を受

けている市内在住の犬の飼い主（未登録・未接種の場合は同課にご
相談ください)　費用無料

電話またはEメール、FAXに氏名・住所・電話番号・メールアドレ
ス・犬の名前を記入して、同課☎366－7336、 mckanhozen@
city.matsudo.chiba.jp、 366－1325へ

災害時に役立つ犬の正しい飼い方・しつけ方犬のしつけ方教室 環境保全課☎366－7336飼い犬
同伴

ルイス佐々木氏

要申込

6 広報まつど　2022（令和4）年10月1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 コード）をご覧ください。

�聖徳大学生涯学習研究所☎365－5691　�聖徳大学生涯学習研究所☎365－5691　
にぎわい創造課☎366－7327にぎわい創造課☎366－7327

　聖徳大学と市内の11団体が、子どもと大人が一緒に楽しめるワーク
ショップを開催します。自由でクリエイティブな一日を過ごしてみませんか。
日時10月16日㈰10時～15時〔小雨決行、荒天時23日㈰に延期〕
会場松戸中央公園　内容シャボン玉、絵の具遊び、手作り
楽器の演奏など　対象幼児・小学生　※親子で参加可能。　
費用無料
※詳細は「アートパークプロジェクトブログ」をご覧ください。

アートパーク15アートパーク15
～伝説～伝説ののクリエイティブ魂～クリエイティブ魂～

同ブログ

21世紀の森と広場ドコでもシアター21世紀の森と広場ドコでもシアター

「音と「音と宵宵
よ いよ い

森森
も りも り

が交差する、秋と祝いの調べ」が交差する、秋と祝いの調べ」

　自然あふれる公園内で、クラシックやジャズ、ポップスなど、秋の夜を
彩る音楽を演奏します。秋夜マルシェの軽食販売もあります。
日時10月8日㈯18時～20時（17時に閉園後、中央口のみ17時30分開場）
会場同広場橋の下　出演者星野沙織（ヴァイオ
リン）、中村天

て ん

佑
ゆ う

（ギター）、M
マ オ

ao（ピアノ）、
實
み

成
な り

峻
しゅん

（ドラム）
※�駐車場は東駐車場のみ利用できます。公共交通
機関の利用にご協力ください。

同広場管理事務所☎345－8900同広場管理事務所☎345－8900

戸定歴史館　企画展
古写真で見る  徳川昭武の

生活とその視線 後期展示

　徳川昭武が自身で撮影した写真や、彼の親族・周辺の人物が撮影した明治
時代の古写真を展示しています。後期は前期と展示
を一部入れ替えました。後期のみ展示する資料の
他、明治と現在の画像を比較したプロジェクター投
影などもありますので、ぜひご覧ください。
会期10月8日㈯～12月25日㈰　
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）
一般入館料 共通券 320円 各入館券 戸定邸250円、歴史館150円

同館☎362－2050

古民家「旧齋藤邸」古民家「旧齋藤邸」
ミニコンサートミニコンサート 要申込

～121年前の古民家に吹く～121年前の古民家に吹く
木と風の音～木と風の音～

10月22日㈯13時、14時30分（各30分前から開場）※各回入れ替え制。
会場同邸（紙敷588）�演奏者藤本亮平氏（マリンバ）、岩

い わ

城
き

里江子氏
（アコーディオン）�定員15人（抽選）�費用無料
10月11日㈫〔必着〕までに、ちば電子申請サービスま
たは往復はがき（1枚につき2人まで）に参加者全員の氏名
（ふりがな）・希望時間・郵便番号・住所・電話番号・返信
用宛名を記入して、〒270－2252松戸市千駄堀671　文化
財保存活用課「旧齋藤邸ミニコンサート係」へ

文化財保存活用課☎382－5570

ちば電子申請
サービス

科学と芸術の丘実行委員会事務局（にぎわい創造課内）☎366－7327
�（開催当日は☎070－2269－2610）

　世界で活躍するアーティストの作品を展示します。
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戸定邸　特別展示

　最先端の科学・芸術が融合した国際フェスティバル「科学と芸術の丘」を今年も開催します。今
年のテーマは、「Circular�Creativity�～循環と再編成～�」。世界的なメディアアートの文化機関・
アルスエレクトロニカをはじめ、世界で活躍する研究者やアーティストによる特別展示やトークイ
ベント、ワークショップを開催します。
会場戸定邸、戸定が丘歴史公園�他　※戸定邸は通常通り見学できます。
費用1,200円（前売り1,000円）、中学・高校・大学生、障害者手帳を持つ人とそ
の介護者1人600円（前売り500円）、小学生以下無料（同伴者有料）※戸定邸入館
料、ワークショップ費用を含む。
専用申し込みフォームで（要会員登録）

クリエイティブコーダー・田
た

所
どころ

 淳
あつし

 

循環するリズム　ライブコーディング・
ワークショップ＆パフォーマンス

ワークショップ 要申込

日時10月23日㈰11時30分～12時30分　会場戸
定邸　対象小学生以上　※小学生は要保護者同伴。
定員先着20人　持ち物パソコン、イヤホン公式ホームページ

科学と芸術の丘2022 要申込

C
サ ー キ ュ ラ ー

ircular C
クリエイティビティ

reativity ～循環と再編成～

10月22日土10時～16時30分、23日日10時～16時

専用申し込み
フォーム

How�to�Make�an�
Ocean/Kasia�Molga

プリ・アルスエレクトロニカ・ヘッド・小川絵美子氏
Circular Creativity ＆ Education

トークセッション 要申込 丘のマルシェ チケット不要

日時10月23日㈰14時30分～15時
30分　会場戸定邸　※オンライン
配信あり。　定員先着20人

※�プログラムは予告なく変更する場合があります。最新情報は科学と芸術の丘公式
ホームページをご覧ください。

小川絵美子氏

千葉大学附属図書館松戸分館長・小林達明
同大学木下剛

たけし

研究室・雨
あ め に わ ぐ み

庭組
科学と芸術の丘 観察隊 
～植物とスケッチ編～
日時10月22日㈯12時～13時30分、15時～16時
30分　会場同大学附属図書館同分館　定員各先着
20人　持ち物鉛筆、消しゴム

千葉大学園芸学部・応用昆虫学　野村昌
まさ

史
し

研究室
科学と芸術の丘　探検隊 
～変態する昆虫編～
日時10月22日㈯・23日㈰各10時30分～12時、13時
30分～15時　会場戸定が丘歴史公園　定員各先着
20人　持ち物メモ帳やノート、筆記用具

　クリエイティブな発想
で活動するアーティスト
や店舗などによる商品・
フードを販売します。
日時10月22日㈯・23日㈰
10時～16時
会場戸定が丘歴史公園

Photo�by�加藤 甫
はじめ

科学、芸術、自然をつなぐ国際フェスティバル   

「於松戸多勃都会之節撮影」「於松戸多勃都会之節撮影」
徳川昭武撮影徳川昭武撮影

Nicolas�Ferrando,�Lois�Lammerhuber
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３年ぶり開催！

社会教育課☎367－7813、松戸市文化団体連盟・加藤☎080－5435－2337

※�オープニング・一日文化祭は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため実施しません。
　詳細は市ホームページをご覧ください。

市民会館
行事名 日時 団体名 問い合わせ

小
こ

唄
うた

演奏会 10/16㈰13:00～16:00 松戸小唄会 中條☎368－4339

舞
ぶ

踊
よう

大会
10/30㈰10:00～17:30 馬橋芸能連合会 松澤☎343－2123
11/  3㈷10:00～17:30 松戸舞踊連合会 小原☎090－8684－6381

洋蘭展 11/  3㈷～  6㈰各9:30～17:00
 （初日は12:00から、最終日は16:00まで） 松戸蘭友会 吉田☎337－7065

マジックフェスティバル 11/  6㈰13:00～15:40 松戸奇術会 岩田☎388－2783
短歌大会 11/12㈯13:00～17:00 松戸短歌会 塩入☎391－5016
松戸市民謡連盟大会 11/13㈰  9:30～16:30 松戸市民謡連盟 宮澤☎090－3001－4030
囲碁大会 11/20㈰  9:00～16:30 松戸市囲碁愛好会 三枝☎367－8041

吟
ぎん

詠
えい

の集い 11/20㈰12:00～17:00 松戸市吟詠連盟 小池☎04－7182－2261

日本舞踊大会 11/23㈷11:00～18:00
松戸芸能会 齋藤☎090－7184－3854
日本舞踊同好会 村山☎363－9808

稔台市民センター（稔台文化祭）
内容 日時

フレンド音楽祭 10/30㈰10:00～18:00

書道・油絵・ひまわり・華道 11/  2㈬  9:00～17:00
　　  3㈷  9:00～16:00

囲碁大会（有料、 弁当あり） 11/  3㈷  9:30～19:00

版画・墨
ぼく

彩
さい

画
が

・かな書道 11/  5㈯  9:00～17:00
　　  6㈰  9:00～16:00

太極拳 11/  6㈰10:30～12:00
童謡の会 11/  7㈪13:30～15:30

恵
けい

墨
ぼく

会 ・ シャレ文字 11/12㈯  9:00～17:00
　　13㈰  9:00～16:00

音楽祭 11/13㈰10:00～18:00
稔台文化団体連絡協議会・濱野☎363－4961

小金市民センター （小金文化祭）
内容 日時

作品展示、鉄道模型を走らせる会 11/5㈯・6㈰
各10:00～16:00

松戸気功協会 11/5㈯10:00～12:30
歌声コーナー 11/5㈯13:30～16:00
日本舞踊 11/6㈰12:00～17:00

 小金文化団体遊心会・苅
かり

部
べ

☎345－6644

文化会館（森のホール 21）
行事名 日時 団体名 問い合わせ

日本古典舞踊公演 10/23㈰10:15～16:00（10:00開場） 松戸日本古典舞踊連盟 小
こ

沼
ぬま

☎368－9583

俳句大会 11/13㈰13:00～16:00
（11:00～12:30受け付け） 松戸市俳句連盟 村田☎387－1020

松戸市合唱祭 11/19㈯11:30～18:00
　　20㈰10:00～18:15 松戸市合唱連盟 加藤☎384－6079

ザ・TAIKO 11/20㈰13:00～16:30（12:30開場） 松戸市和太鼓連盟 木村☎345－2351

市民社交ダンスパーティー
 (整理券100人まで） 11/20㈰13:00～16:00（10:30開場） 松戸市社交ダンス協会 宮澤☎090－3001－4030

市民劇場
行事名 日時 団体名 問い合わせ

大
たい

正
しょう

琴
ごと

ミュージックコンサートin東葛 10/14㈮13:00～16:00 大正琴連盟 小島☎388－4574

文化講演と伝統芸能
「江戸時代の地震と地震史料について」
「県立六実高校吹奏楽部の演奏」

11/  6㈰13:00～16:00 松戸史談会 佐藤☎348－7882

読書会（古典文学・土佐日記） 11/19㈯14:00～16:30 松戸読書会 加藤☎080－5435－2337

秋の謡
うたい

と仕
し

舞
まい

の会 11/23㈷  9:45～17:30 松戸謡
よう

曲
きょく

連盟 柴田☎387－3483

文化が香るまち“まつど”
  第74回  松戸市文化祭第74回  松戸市文化祭

文化ホール
行事名 日時 団体名 問い合わせ

写真展「光彩・天
てん

地
ち

人
じん

」 11/1㈫～6㈰各10:00～18:00
（初日は13:00から、最終日は16:00まで）

松戸文化写真会 古田☎090－7226－8886
書道展 松戸市書道連盟 加藤☎080－5435－2337

いけばな展 11/2㈬～4㈮各10:00～18:00
（最終日は16:00まで） 松戸華道協会 石原☎343－2398

小金原市民センター （小金原文化祭）
日時11月3日㈷10時～17時、 4日㈮10時～16時
内容作品展示、 やさしいワークショップ

小金原文化の会・安達☎343－6898

新松戸市民センター （新松戸文化祭）
日時10月29日㈯10時～17時、 30日㈰10時～16時
内容作品展示

ゆうかり手工芸文化の会・久保☎342－3862

矢切公民館 （文化祭）
日時11月3日㈷～ 6日㈰各10時～15時 （最終日は14時まで）
内容作品展示

社会教育課☎367－7813

時間各10時～12時　会場ゆうまつど　定員①④15人②③
20人（いずれも抽選）　持ち物筆記用具、④のみカッター
費用①②300円③無料④1,000円

10月7日㈮〔必着〕までに、ちば電子申請サービスまたは
往復はがき（1人1通）に希望教室名（複数可）・住所・氏名
（ふりがな）・電話番号を記入して、〒271－8588松
戸市役所　消費生活課「秋の消費者教室」係（☎366－
7329）へ
※ 定員に満たない場合、10月18日㈫から

電話で受け付け。
※一時保育あり（当選後に要申し込み）。
※④は彫刻刀を使用します。

日程 内容 講師

①10/26㈬
美味しいコーヒーの淹

い

れ
方～ハンドドリップを体
験しよう～

NPO A
ア プ ラ

PLA・
福島智子氏

②10/28㈮
楽しく学ぶエシカル消費
～くりかえし使えるみつ
ろうラップ作り～

消費生活総合サポート
センター・中村純子氏

③11/  2㈬
“今”知っておきたい消毒・
除菌と商品の選び方、使
い方

消費生活アドバイザー・
阿部美穂氏

④11/  4㈮ 消しゴムはんこで作る
年賀状スタンプ

けしごむはんこa
あちゃ

cha・
かさいあさこ氏

ちば電子申請
サービス

秋秋のの消費者教室消費者教室 要申込市役所＆市ホームページで消費生活パネル展消費生活パネル展

　消費生活団体などの日頃の研究成果である、消費生活に関するさまざま
な情報を市役所で展示します。市ホームページでは、パネルの内容に加え
解説や出展団体の活動状況なども動画で掲載します。ぜひご覧ください。
日時10月4日㈫13時～10月14日㈮12時の市役所開庁時間（市ホーム
ページは4日㈫から公開）　会場市役所1階連絡通路、市ホームページ

出展団体 出展内容
生活クラブ生活協同組合・松戸プリ
ムラの会 プラスチックダイエット、再利用（リユース）ビンを使おう

松戸市消費者の会 プラごみを減らそう!!、行政は・事業者は何をする？？
まつど地域活躍塾つながりの会 SDGsでつながる未来の松戸へ、参加・体験でSDGsの理解を！
市立松戸高校ホームプロジェクト部 高校生の食品ロスへの関心
NPOせっけんの街 雨水を貯めて活用しよう!!
松戸検察審査協会 市民が参加する検察審査会制度
NPO松戸エコマネー「アウル」の会 ごみ収集車1台がBDFを使用中
食の安全安心を考える市民の会 食品の保存方法いろいろ
生活協同組合コープみらい千葉県本部 未来のために今からできること
NPOすまいの応援団 命と資産を守るぞ！
認定NPO東葛市民後見人の会松戸支部 成年後見制度利用の個別相談会
聖徳大学児童学科家庭科専修グループ 無駄なくおいしく！
まつど雨水の会 ミニダム作って地球を救おう
まつどゼロウェイスト ゼロ・ウェイストを実現しよう
松戸市消費生活課 （市場班） 卸売市場で働いている人々

松戸市消費生活センター 消費生活モニターになろう！、 若者の消費者トラブル増えて
ます

消費生活課☎366－7329

市ホームページ

常盤平市民センター（①ときわ平地区文化祭②～④
常盤平文化祭⑤⑥盆栽さつき展）

内容 日時
①舞台・展示 10/23㈰10:00～16:00

②展示 11/  3㈷～5㈯各10:00～17:00 
（最終日は16:30まで）

③茶道具展示 11/  3㈷10:00～15:00
④舞台 11/  5㈯13:00～16:00

⑤盆栽⑥さつき 10/29㈯10:00～17:00
　　30㈰10:00～16:00

①ときわ平地区文化会・秋山☎389－7501
②常盤平文化連合会・塚元☎384－0979
③同連合会・大内☎385－2406
④同連合会・小林☎386－3710
⑤日本盆栽協会松戸支部・安

あ
孫
び

子
こ

☎090－3210－9312
⑥松戸さつき会・小林☎04－7174－8098

市ホームページ



※飲み物を持参してください。　
※申し込みは全て当日会場で。　
※マスク着用。

●軽スポーツ教室（カローリング、ボッ
チャ他）
10/8㈯9時～12時　会場寒風台小学校
問内田☎364－8920
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
10/16㈰9時～12時　会場幸谷小学校　
問倉澤☎347－5314
●新体力テスト
10/23㈰9時～15時　会場上本郷第二小学
校体育館　対象20歳以上　持ち物上履き
問前田☎090－4204－3548
●ファミリースポーツ教室
10/23㈰9時～12時　会場新松戸西小学校
問宮崎☎346－4327
●グラウンド・ゴルフ教室
10/30㈰9時～12時　会場新松戸西小学校
問矢野☎090－3107－0348

森のホール21 チケットセンター
☎384−3331

受付時間…10時～19時
休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日休館）
※大・小ホールは森のホール21です。  
※完売の場合あり。  ※詳細はホームページで。

https://www.morinohall21.com/

◆竹
ちくせん

扇落語会記念公演「松戸落語会」
10/23㈰13時30分　会場市民劇場　
費用全席自由2,500円（当日3,000円）
※未就学児入場不可
◆懐かしの昭和歌謡コンサート
11/8㈫13時　会場小ホール　費用全席
自由2,000円（当日2,500円)　※未就学
児入場不可
◆RYO NISHIKIDO LIVE TOUR 2022 
”N
ノ ク タ ー ナ ル

octurnal” 
11/27㈰17時30分　会場大ホール　費用
全席指定8,800円　※3歳未満入場不可

市民劇場
☎368−0070　★は有料 

休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日休館）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません｡

◆秋ですよ！お楽しみステージ ★
10/2㈰13時　費用全席自由1,000円
問松戸市民劇団・石上☎090－8101－
9347
◆松戸市ことばを育てる会 閉会式・
柳
や な ぎ や

家花
か ろ く

緑氏特別記念講演会「困難さが
あっても幸せになれることばのチカラ」
10/4㈫13時30分
問同会 2022.10.kouen@gmail.com　
※事前申込制
◆竹扇落語会記念公演「松戸落語会｣ ★
10/23㈰13時30分　費用全席自由2,500
円（当日3,000円）
問落語芸術協会☎03－5909－3081
※未就学児入場不可
◆ゲートキーパー養成研修「今だからこ
そ、あなたも誰かのゲートキーパー」
10/27㈭14時　※詳細は10面参照
問健康推進課☎366－7481　※事前申込制
◆下北沢発名物お笑いライブ「ショー
ゲキしもきたドォーン！」in松戸
10/29㈯14時
問松戸法人会・青年部会☎362－4201
※事前申込制
◆松戸歯科医師会主催市民公開講座
「全身フレイル・オーラルフレイル」
10/30㈰10時
問同会☎368－3553　※事前申込制

市民会館
☎368−1237　★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日休館）

●レーベンスルスト・フィルハーモニー
管弦楽団 第6回演奏会 ★
10/2㈰13時30分　
問同楽団・川上☎080－2152－3722
●松戸市国際文化祭
10/22㈯10時30分　※詳細は6面参照
問 (公財)松戸市国際交流協会☎711－
9511
●定期演奏会ビッグバンドコンサート
10/23㈰13時30分
問松戸スウィングセピア・中島☎367－
0974
●松戸市文化祭（馬橋芸能連合会)
10/30㈰10時30分　※詳細は8面参照
問同会・松澤☎343－2123　

◆しまじろうコンサート「サンタのくに
の クリスマスレストラン」
12/23㈮14時・17時、12/24㈯・25㈰各
11時・14時・17時　※17時の回はスペ
シャルアンコールあり　会場大ホール　
費用全席指定3,480円　※2歳以下は保護
者1人につき1人まで膝上無料（席が必要
な場合は有料）
◆クリスマス/アヴェ・マリア ウィーン
弦楽合奏団
12/15㈭14時　会場大ホール　費用全
席指定4,800円　※未就学児入場不可
◆混声合唱と管弦楽による心に染み入
る懐かしい日本の抒情曲
12/20㈫14時　会場大ホール　費用全席
指定S席4,000円、A席3,000円　※未就
学児入場不可

休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日休館）　※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。　※会員先行販売で予定枚数が終了した場合、一般販売はありません。

  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

大
ホ
ー
ル

7㈮ 18:00
田原俊彦　TOSHIHIKO  TAHARA
DOUBLE‘T’ TOUR2022
“Romanticist”★

ベルワールドミュージック
☎03－3222－7982（平日12時
～17時）

9㈰ 17:30 劇団四季ミュージカル
｢ロボット・イン・ザ・ガーデン」 ★ 劇団四季☎0570－008－110

16㈰ 17:00 聖
せ い き ま つ

飢魔Ⅱ期間再延長再集結
｢35++　執念の大黒ミサツアー」 ★

ホットスタッフ・プロモーション
☎03－5720－9999（平日12時～18時)

22㈯ 17:00 南こうせつコンサートツアー2022～夜明
けの風～ ★

Ro-Onチケット
☎365－9960

23㈰ 14:00 陸上自衛隊中央音楽隊　松戸公演 森のホール21☎384－5050
※応募は終了しました。

小
ホ
ー
ル

7㈮ 19:00
バトンパスコンサート松戸公演vol.14
新進気鋭のアーティストが、人から人へ
つなぐコンサートシリーズ
「オーボエの音色と響きに心を寄せて」 ★

宮本 10maroha24.
oboehouse@gmail.com

14㈮ 18:30 野
の む ら ま ん さ い

村萬斎　狂言の夕べ ★ Ro-Onチケット☎365－9960

15㈯ 12:00 森の音楽会vol.3～プロとアマチュアが織
りなす愉快な演奏会～

フォレスタ音楽教室・中尾
☎080－3347－9600

22㈯ 13:30 松戸声楽勉強会　声楽発表会 五味☎080－3426－7597

◆初笑い!!新春特選落語会 柳
や な ぎ や

家喬
きょう

太
た

郎
ろう

・桃
と う げ つ あ ん

月庵白
は く し ゅ

酒・三
さ ん ゆ う て い

遊亭萬
ま ん き つ

橘・桂
かつら

宮
み や じ

治
withナイツ
R5/1/7㈯13時30分　会場大ホール　
費用全席指定S席3,700円、A席3,200円
※未就学児入場不可

 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け付け・相談窓口は、
　広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）です。

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
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 ㈪～㈮ 9:00～16:30 地域包括ケア推進課☎366－1100

福祉なんでも相談
㈬
第1㈮ 10:00～15:00

社会福祉協議会
（社福）松戸市社会
福祉協議会
☎368－1333

電話相談
第1㈫ 六実支所
第1㈭ 小金原市民センター

障
害
者
相
談

中央基幹相談支援
センターCoCo

㈪～㈮ 8:30～19:00

総合福祉会館（2階）
※訪問可

☎308－5028
366－1138

小金基幹相談支援
センターおんぷ

秋山ビル3階（小金
442の14）※訪問可

☎712－2112
712－2126

常盤平基幹相談支援
センターふれあい

ふれあい22（1階）
※訪問可

☎388－6225
388－6222

障害がある人や
事業主からの就労相談

（予約制）
㈪～㈮ 9:00～18:00 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（中央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 ㈪～㈮ 9:00～17:00� 松戸市成年後見相談室（中核機関）☎702－3033

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

起業相談（予約制） 要相談 松戸ビル13階
（松戸1307の1）

松戸スタート
アップオフィス
0120－917－854

経営相談（予約制） ㈪～㈮ 9:00～17:00 商工振興課 ビジまど
☎710－3530

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 児童生徒課（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

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

（電話相談） 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）

祝日・
月末日
を除く

㈫㈬㈭ 10:00～15:00
ゆうまつど（2階）

男女共同参画課
☎364－8783
（予約優先）第1・3㈮ 17:30～20:30

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
市政相談・
一般民事相談

㈪～㈮
(原則電話のみ) 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
※不動産・登記相談
の予約は、相談日の１
カ月前から前日の17
時まで
※税務相談の予約は
相談日の１カ月前から
前々日の17時まで

広報広聴課広聴担
当室
一般民事相談専用
☎366－7319（金
銭・身の上・相続等
の簡単な法解釈を
要する相談）
法律・不動産・税務・
登記相談予約
☎366－1162
行政書士相談予約
同相談事務局・初

は つ み

見
☎316－1950（予
約専用㈪～㈮9時
～17時）

法律相談（随時予約）
第1㈪のみ 9:00～12:00
㈪㈫㈭

（第2㈪を除く） 13:00～17:00

交通事故相談 ㈪㈫㈭ 9:00～17:00★
行政相談 第4㈪ ��9:30～12:00

行政書士相談（予約制） 第2㈭ ��9:00～12:00
不動産相談（予約制） ㈬ 13:00～17:00
税務相談（予約制） 第2㈮ 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
Tue 13:00～16:00

Fri 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マンション管理相談（予約優先） 第1㈬ ��9:00～12:00 要問い合わせ

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
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

人権相談（予約制） 第1㈪ 10:00～15:00 行政経営課相談コーナー
行政経営課
☎366－7311

人権相談 ㈪～㈮ 8:30～17:15 法務局人権ダイヤル☎0570－003－110
無戸籍相談 ㈪～㈮ 8:30～17:00 市民課☎710－6080（無戸籍相談ダイヤル）
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ちば電子申請
サービス

市ホームページ

下園壮太氏

ゲートキーパー養成研修～今だからこそ、あな
たも誰かのゲートキーパー～ 要申込 5

健康推進課☎366－7481
　仕事・学校生活・人間関係・健康問題・将来のことなど、さまざまな
悩みをあなたの家族や友人が抱えているかもしれません。まずはそっと
声をかけ、身近な人に寄り添ってみませんか。
日時10月27日㈭14時～15時30分　会場市民劇場（後日YouTube配信
あり)　講師NPOメンタルレスキュー協会理事長・下

し も ぞ の

園壮
そ う た

太
氏　費用無料
ちば電子申請サービスまたは電話・Eメールで同課☎366－

7481、 mckenkou@city.matsudo.chiba.jpへ
愛の献血 15

健康推進課☎366－7487
日時10月5日㈬10時～11時45分、13時～16時　会場市役所正面前駐
車場　持ち物保険証・運転免許証など本人確認ができる物　※松戸献血
ルームP

ピ ュ ア

ure（☎703－1006）では随時受け付けています。

健康ファイル まつど健康マイレージ付与… ウォーキング健康プログラム＆ウォーキング（歩く）サッカー
体験 要申込 1

　年齢、性別、障害、競技レベルなどに関係なく楽しめます｡　※当日は12
時10分～12時40分に松戸小金原9丁目太鼓による演舞を行います。
日時10月15日㈯①10時～12時②12時50分～15時20分　会場運動公園陸
上競技場　内容①初級（未経験者)ウォーキングレッスン・脳トレ、ウォー
キングサッカー体験など② 中級（サッカー経験者向け)多世代ウォーキング
サッカー交流・JWFA親善大会（参加者同士でチームを組み試合に参加）
対象4歳～シニア　持ち物運動靴（スパイク不可)、飲み物、着替え
費用1人300円（傷害保険料込み）
専用申し込みフォームで　

※チーム、地区・団体、個人で申し込み可。　
※①②どちらかの参加可。
�「歩くらぶうぃず」問い合わせフォームまたは
☎394－1139

ウォーキング（歩く）サッカーとは
　走る・相手との接触・ボールを1ｍ以上高く蹴る・ヘディング（頭で
ボールを打つ）禁止で、ピッチサイズ、ゴールサイズが小さい1チーム
5～8人制の「歩く」サッカーです。

　市が委託する市内の医療機関などで予防接種を受けることができます。
予診票は下記医療機関備え付けのものを使用してください｡
※予診票の個別通知はありません。
接種期限令和5年1月31日㈫（開始日は医療機関によって異なります）
※県内の他市町村の医療機関で接種する場合は12月31日㈯。
実施医療機関①市内指定医療機関②県内乗り入れ医療機関③その他の医療機関
対象市に住民登録があり、接種当日、以下のいずれかに該当する人
●満65歳以上●満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能の障

害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害があり、いずれかで1
級の身体障害者手帳を持っている
持ち物健康保険証　
費用1,000円（1回のみ)　※生活保護受給世帯の人は無料（生活保護受給
証の提示が必要）。
①電話で各医療機関へ②直接同課または各支所の市民健康

相談室へ③直接または郵送で申請書を同課へ
※詳細は市ホームページをご覧ください。

高齢者インフルエンザ予防接種 健康推進課☎366－7483

①市内指定医療機関一覧
医療機関名 電話番号

松戸地区
松戸タワークリニック 394－4270
進藤整形外科 363－2110
あいハートクリニック松戸駅前 360－3636
由井皮膚科泌尿器科医院 365－0306
立原医院 331－1811
コスモ松戸クリニック 368－1513
もりた内科・眼科クリニック 362－3136
まつど内科 308－6121
松戸乳腺クリニック 710－0707
ほっち医院 362－2531
上野整形外科 308－3338
松戸診療所 710－9738
橋本内科クリニック 368－1131
栗原医院 362－3105
新東京クリニック 366－7000
平野医院 362－2322
本町クリニック循環器内科・内科 312－4113
丹野内科・循環器科 308－2830
松戸駅前クリニック 368－0088
そが内科クリニック 308－6677
東葛クリニックみらい 366－6150

小金地区
しいの木クリニック 312－1717
駅前クリニック内科・心療内科 346－6655
北小金クリニック 343－2960
北小金こじま耳鼻咽喉科 393－8714
山本病院 341－3191
伊藤医院 341－1368
タカハシクリニック 394－2211

五香・六実地区
せき整形外科クリニック 311－7770
五香病院 311－5550
松戸牧の原病院 712－2756
松戸外科内科クリニック 311－5757
すずき整形外科クリニック 387－1611
米沢医院 387－5550
六高台内科胃腸科クリニック 385－2251
横関医院 387－2027
ホームクリニック六高台 710－8238
新東京クリニック松飛台 384－3111

新松戸地区
新松戸中央総合病院 345－1111
新松戸ハートクリニック 374－4810
こばやし耳鼻咽喉科 374－6066
とくいずみ医院 345－6000
けやきトータルクリニック 309－2299
桐友クリニック新松戸 703－7222
平岡クリニック 701－5555
新松戸診療所 343－9271
新松戸内科・糖尿病　こばやしクリニック 340－5558
新松戸加藤耳鼻咽喉科医院 347－6743
染谷医院 330－5151
森内科クリニック 346－1818
大谷口医院 341－1125

医療機関名 電話番号
明第1・第2地区

東葛クリニック病院 364－5121
小山内科クリニック 710－5173
冨田耳鼻咽喉科医院 367－4665
西川医院 368－0081
とちき内科循環器科 308－6666
早川整形外科クリニック 308－6555
にしむら内科クリニック 711－9823
小松内科神経内科 308－7100
松戸呼吸器内科クリニック 363－1572
上本郷レディース整形外科 308－6600
島村トータル・ケア・クリニック 308－5546
総合クリニック　ドクターランド松戸 369－3333
稔台斎藤クリニック 330－2300
大須整形外科医院 366－1480
西村内科循環器科 369－1011
奥隅医院 362－1825
石島医院 367－2131
岡産婦人科稔台クリニック 364－2071
稔台吉田内科クリニック循環器科 366－8811
稔台整形外科クリニック 366－1585
クリニックソワニエ 308－3008
丸山内科医院 361－7900
松戸耳鼻咽喉科 368－8777
竹下医院 363－6286
青木内科 364－1681
高田外科胃腸内科 362－8237
柳澤医院 364－1300
内藤医院 368－0345
日本大学松戸歯学部付属病院 360－9512
高木クリニック 364－0979

矢切・東部地区
皆川医院 368－2341
西内科神経内科クリニック 311－4063
さかの整形外科クリニック 362－3722
矢切クリニック 394－8850
三矢小台内科クリニック 362－4383
小関内科医院 391－1473
若林胃腸科クリニック 391－8877
柿の木台クリニック 308－6671
とちの樹メディカルクリニック 330－8227
高塚団地診療所 392－6751
松戸市立福祉医療センター東松戸病院 391－5500
梨香台診療所 312－7301
東松戸はなぞの眼科 712－0015
わたなべ医院東松戸 711－8366
よしだ耳鼻咽喉科 330－8733
東松戸クリニック 392－9911
むさしの北総クリニック 712－0300
加賀谷正クリニック 312－7707
菅原整形外科 312－7788
メディクス松戸クリニック 700－5422
阿部クリニック 391－1800
さくらクリニック・松戸 312－7600
一条会クリニック 372－5111
秋山ハートクリニック 330－9911

医療機関名 電話番号
馬橋地区

脇坂内科クリニック 700－5572
恩田メディカルクリニック 341－1265
大川レディースクリニック 341－3011
島田医院 341－1110
わざクリニック 309－1177
馬橋クリニック 703－7215
こもりや循環器内科クリニック 342－5500
市場医院 342－1069
兒玉医院 345－6971
八ケ崎山下クリニック 702－7858
津田内科クリニック 312－1971
松戸脳神経内科 344－3311

常盤平・八柱地区
門野診療所 384－9639
どうたれ内科診療所 394－0600
秋山クリニック 387－5556
常盤平おひさまクリニック 711－7531
若葉ファミリー常盤平駅前内科クリニック 316－2200
ちよだ整形外科�リウマチ科�リハビリテーション科 375－8875
森医院 387－7132
丹羽耳鼻咽喉科医院 387－1373
さくら通り内科・大島 394－7955
くぼたクリニック松戸五香 710－7411
常盤平中央病院 387－4121
花輪医院 388－0707
新八柱整形外科内科 389－8511
ラシバヤクリニック 383－5533
八柱皮膚科 311－7177
千葉西総合病院 384－8111
ヨネファミリークリニック 383－3337
宇野医院 386－4822
三井クリニック 392－1013
八柱三和クリニック 312－8830
うるおい皮ふ科クリニック 391－3237
八柱みどりの整形外科 312－8877
足立中央クリニック 386－0088
こすもす内科クリニック 385－8621
大塚医院 384－2323
後藤医院 384－7471
三和病院 712－0202
岡村胃腸科外科 384－3667
ハートクリニック牧の原 382－6047
牧の原クリニック 389－8311

小金原地区
いらはら診療所 347－2231
ながと内科・皮膚科クリニック 309－7011
きのわきクリニック 309－5515
湯原産婦人科医院 341－6185
小金原診療所 341－1131
松戸ホームタウンクリニック 711－6910
北原整形外科 343－1016
山口内科クリニック 340－5888
旭神経内科リハビリテーション病院 385－5566

問い合わせ
フォーム

専用申し込み
フォーム
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◆秋ですよ！全員集合～楽しいステージ
をお届けします～
日10/2㈰13時～15時会市民劇場費1,000
円内歌謡、朗読、洋楽・邦楽の演奏問NPO
松戸市民劇団・石上☎090－8101－9347
◆社交ダンス特別講習（チャチャチャ・
ワルツ）
日10月の㈮15時～17時会常盤平体育館
費3,000円申電話でトパーズダンスサー
クル・髙科☎090－1659－4495へ
◆健康麻雀
日10月の①㈪②㈭③㈯各12時～17時
会①松飛台市民センター②もとやま会
館（新京成五香駅下車）③六実市民セ
ンター費各1,000円申電話でNPOメー
ク・小

こ が ね や

金谷☎090－6187－5060へ
●健康麻雀見学・体験会
日10月の㈪㈬㈭㈮各11時30分～16時
30分会健康麻雀サークルひまわりの会
（新八柱駅下車）申電話で同会・小

お が は ら

河原
☎090－8585－4572（昼間のみ）へ
●健康体操体験教室（ストレッチ・リズム体操)
日10/3㈪・17㈪各9時20分～10時50分
会小金原体育館対50歳以上費各500円
問健康体操ひまわり・増田☎344－3493
●太極拳1カ月無料体験会
日①10/3㈪・17㈪・24㈪各14時～16時
②10/5～19の㈬各13時～15時会各市民
センター（①稔台②明）申電話で健身まほ
ろば太極拳・芦沢☎080－2010－1170へ
●ストレッチ、リズム体操体験教室
日10月の㈬9時30分～11時会常盤平体
育館対60歳以上費各500円申電話で常
盤平トキワクラブ・和田☎389－2428
（18時以降）へ
●なぎなた教室
日10/21㈮・28㈮、11/4㈮・11㈮各10時
～12時会運動公園小体育室対18歳以上定
各先着10人申電話で松戸市なぎなた連盟
運動公園グループ・栗山☎346－5095へ
◆住宅リフォーム相談
日10/8㈯10時～16時会明市民センター
問松戸住宅リフォーム相談員協議会☎
365－5252
◆腰・股関節・坐骨・膝痛の解消体操
日10/9㈰9時45分～11時15分会市民
会館定先着5人費2,000円申電話で股関
節柔軟体操会・長谷部☎090－6535－
2133へ
◆税理士税務無料相談会
日10/13㈭・27㈭、11/10㈭・24㈭各10
時～15時会松戸商工会館（松戸駅下車）
申電話で千葉県税理士会松戸支部☎366
－2174へ

◆こどもからシニアまで一緒に遊ぼう！
ごちゃまぜひろば
日10/8㈯11時～15時会キテミテマツド前
プラザ広場内ものづくりワークショップ
（時間入れ替え制・各先着5人）、昔の遊び
など申ワークショップのみ申し込みフォー
ム https://onl.la/U191Z8pで問まつど
NPO協議会・松村☎050－5472－9840
◆若年性認知症本人・家族交流会
日10/9㈰14時～16時30分　※途中入
退室可会ゆうまつど対若年性認知症の
人やその家族費200円問くるみの会・坂
本☎080－6631－0662
◆いざというときのために（成年後見・
相続・遺言の講演会と相談会）
日10/13㈭14時～16時会稔台市民セン
ター定先着20人申電話でNPOいきいき
杉の子会・安井☎701－5593へ
●太極拳・気功無料体験教室
日10/15㈯10時～12時会新松戸市民セ
ンター定先着10人申電話で新松戸気功
太極拳サークル・福島☎090－6179－
6536へ
◆ちばニュータウンの自然に触れる秋の
散策
日10/16㈰9時30分北総線千葉ニュータ
ウン駅集合、12時30分現地解散定先着
20人費200円申電話で東葛しぜん観察
会・鈴木☎04－7182－3067へ
◆成年後見無料相談会
日10/16㈰10時～12時会要問い合わせ
定先着2人申電話で千葉県社会保険労
務士会東葛支部・白戸☎090－9752－
7644へ
●ゆかりの地で「野菊の墓」輪読
日10/16㈰11時～13時〔雨天時10/30
㈰〕会西蓮寺・野菊の墓文学碑広場（矢切
駅下車）申電話でまつど朗読と読書の会
(MRD)・佐藤☎080－2188－9038へ
◆行政書士会無料相談
日10/16㈰10時～15時30分会流山おお
たかの森S・C申電話で千葉県行政書士会
東葛支部・和田☎090－7845－2126へ
◆ミニテニス体験会
日10/17㈪13時～15時会柿ノ木台公園
体育館定先着5人申電話で松戸ミニテ
ニスを楽しむ会・岩本☎080－1019－
1988へ
◆スクエアダンス初心者講習会
日10/18㈫9時30分～11時30分会明市
民センター定先着10人申電話で馬橋ス
クエアダンスクラブ・小泉☎090－4177
－9252へ

◆不登校からの進路相談会
日10/20㈭18時30分～20時30分会市
民会館定先着25人費300円問不登校
問題を考える東葛の会ひだまり・鹿

かのまた

又☎
080－5401－0118
◆和布でブローチを作りませんか
日10/22㈯10時～12時30分、10/29㈯
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
1,000円申電話で同文庫・足立☎090－
1219－4562へ
●森で楽しむ音楽会
日10/22㈯13時～15時〔雨天時翌日〕
会囲いのやまの森（新京成常盤平駅下
車）内コカリナ、オカリナ、ティンホイッ
スル申電話で松戸里やま応援団一起の
会・佐竹☎090－9812－5614へ
助成バロック音楽ふれあいコンサート～障害
のある人もない人も参加できるコンサート～
日10/22㈯14時～15時会森のホール21
定先着100人費1,000円申電話でNPO
葡
ぶ ど う

萄の家・西
に し て

手☎364－6899へ
◆ボーイスカウト・ガールスカウト「み
んなで遊ぼう!!自然体験学級」
日10/23㈰①10時～12時②13時30分～
15時30分〔雨天時10/30㈰〕会21世紀
の森と広場光と風の広場対5歳児～小学3
年生（要保護者同伴）定各先着100人申専
用ホームページ http://matsukama.
web.fc2.com/で問松戸市スカウト連絡
協議会・根岸☎080－2044－5670へ
◆六実っ子まつり
日10/30㈰9時30分～15時会六実市民セ
ンター、六実中央公園（晴天時のみ）問同
実行委員会・中野☎090－9817－8564 

●人形劇公演「火よう日のごちそうはひき
がえる」
日10/22㈯14時～15時05分会流通経済
大学新松戸キャンパス費親子1組3,200
円、大人2,500円、子ども1,200円（当日
は200円加算）申電話でNPO子どもっと
まつど・駒口☎344－2272（月・水・金
10時～16時）へ
◆段ボール織機を制作してコースターを
織ってみよう
日10/28㈮12時30分～16時30分会21世
紀の森と広場パークセンター定先着10人
持定規、ボールペン費1,500円申Eメー
ルで森林インストラクター・井形
h6igata3197@catv296.ne.jpへ
●やさしい篆

てんこく

刻教室（年賀状用印章作成)
日11/2㈬14時～17時会市民会館内
名前または干支の一文字持筆記用具費
1,000円申電話で百

ひゃくせいかい

星会・丸山☎090－
2555－1561（昼間のみ）へ
●①～⑤初心者硬式テニス教室⑥ジュニ
ア⑦初心者シニア⑧ナイター
日11月～令和5年1月の①㈫②㈮③12月
～令和5年2月の㈪、令和5年1月～3月
の④⑤㈯⑦㈫⑥12月～令和5年3月の㈪
㈮㈯のいずれか⑧11月～12月の㈰㈪㈮
のいずれか会①～④⑦栗ケ沢公園庭球
場⑤中央公園庭球場⑥⑧金ケ作公園庭球
場対①～⑤⑧中学生以上⑥㈪㈮5歳児・
小学生㈯小中学生⑦60歳以上費①～③
⑤～⑦10,000円④9,000円⑧7,000円申
電話で松戸市テニス協会☎341－1133
（㈫㈭㈯12時30分～16時30分のみ）へ

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

…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 …まつど健康マイレージ付与

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）

新松戸　☎346－2500 346－2514

新松戸介護予防体操教室 
10/14㈮10時～11時 新松戸市民センター
60歳以上 先着20人 10/3㈪から、電話

またはFAXで
レッツエンジョイ！いきいきリズム体操 

10/20㈭10時～11時30分 ①新松戸市民セ
ンター②オンライン（Zoom） 60歳以上 ①の
み先着20人 10/5㈬から、電話またはFAXで

常盤平　☎330－6150 330－6260

ストップ！電話d
で

e詐欺～だましの手口を知ろ
う！～」

10/19㈬13時～14時 常盤平市民センター
松戸東警察署による防犯講話 65歳以上 先

着25人 電話またはFAXで

矢切　☎710－6025 710－6027

矢切いきいきライフ応援クラブ（体操教室）
①10/11㈫10時～11時②10/18㈫13時30分

～14時30分③10/20㈭13時30分～14時30分
①③矢切公民館②まつど市民活動サポートセ

ンター 65歳以上 各先着25人 ②のみ上履
き 10/3㈪9時から、電話またはFAXで

本庁　☎363－6823 710－7198

体操教室 　
①10/14㈮10時～11時②10/21㈮14時～15

時 柿ノ木台公園体育館 65歳以上 各先着
20人 10/4㈫10時から、電話またはFAXで

馬橋西　☎711－9430 711－9433

認知症サポーター養成講座 
10/17㈪14時～15時30分 馬橋市民セン

ター 市内在住・在勤 先着15人 筆記用具
電話またはFAXで
明第1　☎700－5881 700－5567

介護予防（体操）教室 
①11/2㈬②11/9㈬各9時45分～11時 ①勤

労会館②稔台市民センター別館 65歳以上（初
回参加者優先） 各先着20人 10/3㈪10時か
ら、電話またはFAXで　※①②両方の参加不可

馬橋　☎374－5533 374－5501 

介護予防体操教室〔各1回〕
①11/8㈫②11/15㈫各13時45分～15時

30分 各市民センター（①馬橋東②八ケ崎）
65歳以上 各先着①20人②25人 10/5㈬9
時から、電話で

●元気クラブ柿ノ木台（ストレッチ体操)
日第1～3㈪13時～15時会柿ノ木台体育
館対50歳以上定先着10人費月1,000円

1,000円問小森☎363－2090
●あじさいクラブ（ソフトテニス）
日㈪11時30分～14時（祝日除く）会金
ケ作公園庭球場定先着6人対多少の経
験者費月1,000円 1,000円問越野☎
080－5434－7583
◆楊名時太極拳みのり同好会
日㈬10時～12時会稔台市民センター費
月3,000円問前川☎090－3918－6472
●活き活き体操クラブ（ストレッチ体操)
日㈫13時～15時会柿ノ木台体育館、
矢切公民館対50歳以上定先着5人費月
1,000円 1,000円問関☎361－2637

●BLC（バドミントン）
日㈬、第1・2・4㈮各9時～11時（第4
㈮のみ11時～13時）会青少年会館対
女性費月2,500円 1,000円問石川☎
348－5572
●松戸あひる会（人物画描写・展示会)
日㈫18時30分～20時30分会市民会
館持クロッキー帳、濃い鉛筆など費月
4,000円 1,000円　※別途参加費問
坂本☎080－5420－3492
●日本スポーツウェルネス吹矢協会松
戸支部
日①第1・3㈰②第1・3㈭各9時～12時
会①運動公園②常盤平体育館定各先着
5人費月1,000円 1,000円問丸山☎
090－1129－7459

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。



人口と世帯 〔2022（令和4）年9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 497,631  人 〔 △88 〕 男 246,961  人〔 △60〕
世帯 247,169  世帯〔 115 〕 女 250,670  人〔 △28〕2022.10.1

（令和4年）
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　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

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。また、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

碧み

れ

い麗
ち
ゃ
ん

七な

な

み洋
ち
ゃ
ん

澄と
お
る

ち
ゃ
ん

令和4年5月生
マ マ が 赤 ち ゃ ん だ っ た 頃 に
ソックリです。
最近、よく笑うようになったね。

令和4年7月生
無事に産まれてきてくれてあり
がとう！
たくさん遊んで元気に大きく
なってね！

令和4年4月生
元気に産まれてきてくれてあり
がとう。これからも元気いっぱ
い育ってくれますように。
ふさふさ髪の毛かわいいね笑

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!

アプリ「カタログポケット」
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

　松戸市は、地域共生社会を目指し、「福祉まるごと
相談窓口」をはじめとする相談支援や「おやこDE広
場」、「通いの場」などの地域づくり支援に取り組んで
きました。今後ますます高齢者の独り住まい・共働き
世帯の子どもたちが増えていく中で、「孤立」「孤独」
な人を減らしていくことは市として大変重要なテーマ
です。そこで家庭・学校・職場などとは異なる第3の
居場所となる｢まつどDEつながるステーション｣の創
出に取り組んでいます。現在、小金・東部・六実六高
台・馬橋の4地区でスタートし、農作業やけん玉、折
り紙などの昔遊びがきっかけとなり、子どもから高齢
者までの多世代間の交流が生まれています。その他馬
橋西・常盤平・小金原・明第2西・明第1地区でも居
場所づくりの検討・準備が進められています。いずれ
は市内15地区（日常生活圏域）に誰もがいつでも集
まれる居場所をつくっていきたいと思っています。な
お、10月16日㈰には流通経済大学新松戸キャンパス
で「地域共生シンポジウム」（詳細は1面）を開催しま
す。ぜひ皆さん、ご参加ください。
　21世紀の森と広場で整備を進めている遊び場「あ
そびのすみか」の第2期工事が完了し、10月8日㈯に
オープンします。すでに完成している3つの遊具に加
え、バーべキュー場からあそびのすみかへ導く「縄文
トンネル」、地上10ｍから滑り降りる「スパイラル
フォレスト」、ネットボックスの中でバランス感覚が
鍛えられる「冒険トレイル」の大型３遊具が新設され
ます。この遊具の整備費の一部には市内外の団体・個
人の方からいただいた約650万円の寄附も活用してい
ます。皆さん、子どもたちと一緒に公園の自然と大型
遊具をぜひ楽しんでください。
　今年の夏も市内の子どもたちがスポーツで活躍しま
した。全国中学生フェンシング選手権大会男子フルー
レの部で見事日本一に輝いた田中拓進さん（第二中3
年）や全日本居合道自由組太刀選手権大会ユースの部
で準優勝した大越妃依さん（第二中1年）、全国少年少
女レスリング選手権大会では、姉の吉田埜愛さん（古
ケ崎小5年）が5年生33キロ級で優勝、妹の吉田玲衣
さん（同小4年）が4年生33キロ級で準優勝しまし
た。全国中学校体育大会では、陸上競技男子共通200
ｍで合田翔空さん（根木内中3年）が4位に、女子共
通800ｍで渡辺光桃さん（常盤平中3年）が7位に入賞
しました。この他にも多くの子どもたちが活躍してい
ます。これからも応援していきたいと思います。

誰もがいつでも集まれる居場所をつくる
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コスモス畑

ポニー乗馬

日時10月16日㈰〔雨天中止・少雨決行〕
10時～14時
会場江戸川河川敷（上葛飾橋下）
内容ポニー乗馬、ふれあい動物園、トラン
ポリン、紙芝居、消防服着装体験、ダンス、
歌（POPS・アニメソング）、和太鼓など

河川清流課☎366－7359

　フラワーボランティアや地域の皆さんと協働で
育てたコスモス畑で、3年ぶりに花まつりを開催し
ます。家族で楽しめるイベントが盛りだくさん！
ぜひお越しください。

　子どもたちに遊びながら自然に興味
を持ってもらうことを目的として作ら
れた大型遊具施設「あそびのすみか」
に、多くの皆さんからの寄附をいただ
き、新たな遊具を3基オープンします。
オープン日10月8日㈯
場所光と風の広場（同広場内）　
対象年齢6歳～12歳

「「あそびのすみか」あそびのすみか」にに新たな新たな
大型遊具大型遊具ががオープオープンン！！

同広場管理事務所☎345－8900

▲木々の間を縫うように滑り抜ける、高さ
10m・全長50mを超えるローラースライダー

▲林の中を上りながら遊ぶことのできる
ネットクライム

▲バーベキュー広場から「あそびのすみ
か」までをつなぐトンネル

冒険トレイル

縄文トンネル

スパイラルフォレスト

江戸川松戸江戸川松戸
フラワーラインフラワーライン秋の花まつり2022秋の花まつり2022

　さまざまな体験を通して防火・防災について学べま
す。消防音楽隊の演奏や野菜直売も行います。
日時10月10日㈷10時～15時　会場同センター
内容救助工作車・水難救助車
の展示、消防車・はしご車の
乗車体験、防火衣着用体験、
こどもレスキュー隊体験など
費用無料

千葉県西部防災センター☎331－5511
防火・防災フェスティバル

21世紀の森と広場

全国消防イメージキャラクター・消太

チーバくんも
遊びに来るよ！
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