
消費者トラブルに注意！！消費者トラブルに注意！！
訪問販売件数
（訪問購入を含む）
／全体相談件数災害に便乗した

松戸市消費生活センターの相談件数の推移

令和元年度
259件/
3,346件

令和2年度
304件/
3,398件

事業者の訪問から
トラブルになった相談
件数は、増加傾向！

令和3年度
357件/
2,930件

全額
自己負担！？

火災保険を
使って無料で
修理できます

老朽化の修理なので
保険金支払いの
対象外です

火災保険で
自己負担ゼロ！
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　事業者が突然自宅に訪れ、商品やサービスを販売したり、電話でしつこく勧誘したりする消費者トラ
ブルが増えています。特に、台風・豪雨・地震などの災害が起こると、被災地域に限らず、災害に便乗
した消費者トラブルが増える傾向にあります。災害後に事例のようなケースに遭遇したときは消費生活
センターなどに相談しましょう。

2
2
4
5
8

●新型コロナと思われる症状がある場合の対応が変わりました
●マイナンバーカード出張申請サポート！
●松戸花火大会当日は会場周辺を交通規制
●山崎直子宇宙飛行士講演会
●梨がつなぐ松戸とドミニカ共和国

　事業者が自宅に訪れ、無料の点検を提案された。点検の後、すぐに修理が
必要と不安を煽られ契約してしまった。高額なので契約を取り消したい。

消費生活センターからのアドバイス

消費生活センターからのアドバイス

消費生活センターからのアドバイス

消費生活センター☎365－6565（相談専用平日8時30分〜16時）、
消費者ホットライン☎1

い や や

88（開所している最寄りの消費生活相談窓口に
つながります）

こんな勧誘がきたら…あなたならどうする？こんな勧誘がきたら…あなたならどうする？

　悪質商法の事例や講座の案内、イベント情報な
どを定期的に配信しています！

　事業者から火災保険を使い無料で修理ができると勧誘され契約してしまっ
た。後日、修理の後、保険会社から保険の対象外と言われ、修理代金を全額
自己負担した。

　地震の後、事業者から地震保険の申請もサポートすると勧誘され、自宅の
修理と一緒にお願いした。後日、修理代金の30％に当たる金額を手数料とし
て請求された。

松戸市消費生活センター公式SNS

Twitter

修理の他にも
保険金の申請も
サポートしますよ

それなら
お願いします

保険金の
申請サポート料を
お支払い
いただきます

え！！
サポートの
手数料取るの！？

無料で屋根を
点検します

危ないので
すぐに修理
しましょう

やっぱり
高額だから

契約を取り消し
たいな…

ケースケース
11

台風の後、「無料で屋根を点検します」と言われ
点検をお願いしたら…

ケースケース
22

大雨で破損した雨どいを火災保険で自己負担なく
修理できると聞いて契約したら…

ケースケース
33

自宅の修理と一緒に保険金の申請サポートを
お願いしたら…

Twitter（若者向け） YouTubeInstagram

すぐに契約するのはやめましょう
　勧誘されてもすぐに契約せず、加入している保険会社や保険代
理店に保険契約の内容や補償の範囲などを直接相談しましょう。
　うその理由で保険金請求をすると詐欺に該当することがありま
すので注意しましょう。

必要なければきっぱり断りましょう
　保険金の請求は原則加入者が行います。「保険金の手続きをサ
ポートする」と言われても本当に必要かどうか検討し、必要なけ
ればきっぱり断りましょう。

クーリング・オフできる場合があります
　契約を急かされても安易に契約してはいけません。契約すると
きは複数業者から見積もりを取って金額や内容を比較しましょう。
　仮に契約してしまってもクーリング・オフできる場合があるの
で、すぐに消費生活センターへ相談しましょう。

11月30日㈬は固定資産税・都市計画税（償却資産を含む）第3期の納期限です。 納税について収納課☎366－7325

不安を感じたらすぐに
消費生活センターへ

松戸市お知らせ
キャラクター・

まつまつ

発行／松戸市　編集／広報広聴課 
〒271－8588 松戸市根本387の5

047－366－1111（代表） 047－363－3200
https://www.city.matsudo.chiba.jp/



2 広報まつど　2022（令和4）年10月15日

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。

　完成したマイナンバーカード
は約1カ月半後に自宅へ届きま
す。詳細は同コールセンター
に電話、または市
ホームページをご
覧ください。

時間各10時～16時
持ち物◦通知カードまたは個人
番号通知書◦本人確認書類（運
転免許証などの顔写真付き証明
書は1点、健康保険被保険者証
や年金手帳、子ども医療費助成
受給券などは2点）◦住民基本
台帳カード・子育てみらいカー
ド（持っている人のみ）
※�QRコード付き交付申請書が
あると申請がスムーズです。

市選挙管理委員会事務局☎366－7386 健康福祉政策課☎704－0055

�松戸市マイナンバーカードコールセンター☎366－8178（平日8時30分～17時）

投票時間7時～20時
投票できる人平成16年11月21日までに生まれ、令和4
年8月12日までに本市に転入の届け出をし、引き続き居
住している人で、本市の選挙人名簿に登録されている人

体調が悪化したら 
新型コロナの診断を受けた人や陽性者登録
センターへ登録した人用の相談窓口
千葉県自宅療養者フォローアップセンター
☎050－5527－2156へ
※�陽性が判明していない人の受診などに関す
る相談は、千葉県発熱相談コールセンター
☎0570－200－139をご利用ください。

市ホームページ

市ホームページ

募集定員普通科280人、国際人文科40人
志願資格千葉県の定める第2学区またはその隣接学区（国際
人文科は千葉県全域）に保護者と共に居住し、中学校もしく
はこれに準ずる学校を卒業または令和5年3月卒業見込みの人
一般入学者選抜の内容学力検査、調査書、自己表現（普通
科）、面接（国際人文科）など
入学願書等受け付け令和5年2月8日㈬・9日㈭各9時～16時30分または10日
㈮9時～12時に同校で（送付の場合も10日㈮12時まで必着）
学力検査日 2月21日㈫ 国語・数学・英語 2月22日㈬ 理科・社会・自己表現
（普通科）・面接（国際人文科）
結果発表3月3日㈮9時から直接同校、またはホームページで
※�特別入学者選抜（海外帰国生徒・外国人・中国等帰国生徒）
についてはお問い合わせください。

市立松戸高等学校市立松戸高等学校  新入生募集新入生募集
同校☎385－3201

同校ホームページ

申請期間10月17日㈪～11月30日㈬〔必着〕�※5月以降の利用申請は、
利用希望月の前々月末日までにお申し込みください（令和6年2月・3月
の利用申請は令和5年11月30日㈭まで）。
申請書配布場所保育課、市内認可保育施設、
市ホームページ

「教育・保育給付認定」 の交付・利用保育施設
の4月入所決定通知日2月上旬ごろ

令和5年度保育所（園）・小規模保育事業・
認定こども園　利用案内

問保育課☎366－7351

教育・保育給付認定とは�保育を必要とする事由に応じて保育の必
要性が認定される制度です。利用申込書とは別に、「教育・保育給
付認定」の提出が必要です。
保育を必要とする事由
◦就労◦妊娠・出産◦保護者の疾病、障害◦同居親族などの介護・
看護◦災害復旧◦求職活動◦就学◦その他、これらに類する状態と
市が認める場合
保育の必要量の種類

保育標準時間1カ月当たり120時間以上の就労等（1日最大11時間の
利用が可能）
保育短時間1カ月当たり64時間以上120時間未満の就労等（1日最大
8時間の利用が可能）

市ホームページ
「保育施設�(保育所・小規模保育
施設・認定こども園)�の利用案内」

小規模保育施設
エンゼルさつき保育園馬橋� （仮称）
※市内施設の一覧は市ホームページを
ご覧ください。

市ホームページ
「松戸市保育所�(園)・小規模

保育事業・認定こども園一覧」

令和5年4月1日に新設予定の保育施設

11月20日㈰は松戸市議会議員
一般選挙の投票日です

全数届出の見直し後  新型コロナ感染症 新型コロナ感染症
と思われる症状がある場合のと思われる症状がある場合の対応が変わりました対応が変わりました

マイナンバーカードマイナンバーカード
出張申請サポート！出張申請サポート！

日程 会場
10/23㈰～25㈫ 六実市民センター
10/27㈭～29㈯ ひがまつテラス
11/��3㈷～��5㈯ 八柱市民センター
11/13㈰～15㈫ 明市民センター
11/24㈭～26㈯ 馬橋市民センター
12/��1㈭～��3㈯ 小金北市民センター
12/11㈰～13㈫ 二十世紀が丘市民センター
12/15㈭～17㈯ 新松戸市民センター
12/25㈰～27㈫ 松飛台市民センター
R5/1/��5㈭～��7㈯ 常盤平市民センター
1�/12㈭～14㈯ 小金市民センター
1�/19㈭～21㈯ 稔台市民センター
1�/29㈰～31㈫ 小金原市民センター
2�/��2㈭～��4㈯ 東部市民センター
2�/12㈰～14㈫ 馬橋東市民センター
2�/16㈭～18㈯ 八ケ崎市民センター　
2�/26㈰～28㈫ 五香市民センター

医療機関を受診する人 自分で検査する人

◦65歳以上◦重症化リスクのある人
◦妊婦◦子どもやつらい症状のある人
で受診を希望する人

左記以外の人（体外診断用医薬
品または第1類医薬品として承認
を受けている抗原検査キットを
用いて自分で検査）
※医療機関の受診も可。

医療機関から保健所に
発生届が提出され、その
後、県からショートメー
ルが届きます

マイナンバー制度
マスコットキャラクター

「マイナちゃん」

詳細は広報まつど
11月1日号で
お知らせします

千葉県明るい選挙
シンボルキャラクター

「せんきょ君」

公共施設公共施設
などでなどで

対象◦市内に主たる事業所のある中小
企業◦対象期間に18万円以上の使用
料を計上する事業者（創業特例あり）
対象経費令和4年4月～9月の事業用の
電気・ガス料金〔都市ガス・プロパン
ガス（車両に用いるものを除く）〕
�10月17日㈪から令和5年1月31日
㈫までに、同課・各支所で配布、または市ホームペー
ジからダウンロードした申請書に必要事項を記入し
て、郵送で〒271－8588松戸市役所商工振興課へ

電気・ガス料金の高騰の影響を電気・ガス料金の高騰の影響を
受ける中小企業を支援します受ける中小企業を支援します 要申込

対象経費 給付金額
18～36万円未満 5万円
36～72万円未満 10万円
72～108万円未満 20万円
108～144万円未満 30万円
144～180万円未満 40万円
180万円以上 50万円

市ホームページ

商工振興課☎711－6377

松戸市中小企業電気・ガス料金高騰支援金

　各事業の内容や審査時間などの詳細は、決まり次第
市ホームページでお知らせします。
直接会場で

10月23日㈰　会場市役所議会棟3階特別委員会室

協働事業提案制度とは
　市民活動団体や事業者と市の担当所属が、さまざまな地域課題の解
決に向けて、事業の企画から実施までを協力して行う制度です。
市民活動助成制度とは
　地域課題を解決するための新たな活動の立ち上げや、既存事業をさ
らに発展させるための制度です。

市ホームページ

顔写真無料！ その場で申請！ 郵送で受け取り！

市内の協力薬局では1キット
500円で購入でき
ます。詳細は市
ホームページをご
覧ください。

症状が出た場合に備えて
抗原検査キットの購入を

対
象

陽
性
の
結
果
が
出
た
場
合

県ホームページ

市ホームページ

令和５年度実施分令和５年度実施分
協働事業・市民活動助成事業協働事業・市民活動助成事業
公開プレゼンテーション審査公開プレゼンテーション審査

問市民自治課☎366－7318

左記以外
の人

自分で陽性者登録センターに登録
（登録すると自宅療養者フォロー
アップセンターの利用や配食サービ
スなどの申込ができます）�詳細は
県ホームページをご覧ください。

◦65歳以上◦入院が必要
な人◦重症化リスクがあ
り、コロナ治療薬の投与ま
たは新たに酸素投与が必要
と医師が判断する人◦妊婦



お知らせ
例年11月開催の交通遺児援護バザー
は今年度も開催を中止します
問市民安全課☎366－7341

ICタグ導入のため図書館本館・子ども
読書推進センター・小金分館が臨時休
館します
休館日11/1㈫～30㈬　
※詳細は市ホームページ
をご覧ください問市立図
書館☎365－5115

和名ケ谷スポーツセンターは工事期間
中、一部施設を開館します
開館期間 11/1㈫～12/7㈬　※12/8㈭ 
～R5/2/28㈫は全館休館です 利用可能
施設体育室、プール、トレーニング室、
浴室問和名ケ谷クリーンセンター☎
392－1118　

消防局公式Twitterをはじめました
　消防局の取り組みや安
全・安心に関する情報を
お届けします。ぜひフォ
ローをお願いします問消
防企画課☎363－1113

9月の防災行政無線による行方不明
高齢者の検索結果

　１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

R5/1/20 ㈮に令和4 年分国民健康保険
料の納付済確認書を発送します

　確定申告や市民税・県民税の申告で
早めに必要な場合は、国保年金課・各
支所の窓口または電話申し込みによる
個別発送で交付します問国民健康保険
専用コールセンター☎712－0141

松戸市総合計画後期基本計画（平成23
年度～令和3年度）の実施結果報告書
を公表します
閲覧場所市ホームページ、行政資料セン
ター、各支所、図書館（本館・地域館・
分館)、まつど市民活動
サポートセンター、政策
推進課 問同課☎366－
7072

R5/3/31㈮で三井住友信託銀行の公
金などの収納業務（店頭・口座振替）
を終了します

  以降は他の金融機関などをご利用く
ださい問財政課☎366－7076

10/24㈪～28㈮に建設リサイクル法に
関する全国一斉パトロールを行います

  分別解体や再資源化などが適正に行
われているかをパトロールします問建
築指導課☎366－7368

脱炭素に取り組む市内の事業所を募集
します

　脱炭素に取り組む事業所を登録し、
その取り組みを紹介することで他の事
業所の自主的な取り組みを促し市内全
体の脱炭素化を図る「まつど脱炭素社
会推進事業所登録制度」を開始しまし
た。登録事業所の取り組
みは、市ホームページな
どで広く紹介します問環
境政策課☎366－7089

狭あい道路の拡幅用地やすみ切用地
寄付の際に測量登記費用を一部助成
します
対市道またはその他の公共団体の所有
する道路のうち建築基準法第42条第2
項に指定されている道路助成条件次の
全てを満たすこと◦敷地の境界が全て
確定している◦後退用地の分筆や抵当
権などの抹消が可能◦後退用地には
塀、擁

ようへき

壁、樹木などが無い助成額上限
35万円問建設総務課☎366－7357

商工振興課短期アルバイト（会計年度
任用職員）募集（学生可)
勤務日12/1㈭～R5/3/31㈮（週4日)
勤務時間9時15分～15時（実働5時間）
※休憩45分内受け付け、パソコン入力、
電話応対勤務場所同課募集人数4人時給
1,000円（別途交通費支
給）申電話で同課☎711
－6377へ　※詳細は市
ホームページで。

(社福)松戸市社会福祉協議会職員募集
採用日R5/4/1㈯勤務地同協議会受験資
格次の全てを満たす人◦大学を卒業後、
民間企業などでの勤務経験が10年以
上ある◦普通自動車運転免許を持つ◦
パソコン操作ができる
応募期間 11/30㈬まで
※詳細は同協議会ホーム
ページで 問同協議会☎
368－0928
 

千葉県最低賃金は 10/1 ㈯から時間額
984 円に改定されました
問千葉県労働局労働基準部賃金室☎043
－221－2328

イベント
野鳥観察会（21世紀の森と広場）
日10/22㈯8時30分新京成常盤平駅改
札口集合、11時30分ごろ現地解散（雨
天時は集合場所で開催可否を決定）
筆記用具、観察用具費100円（別途交
通費）申当日集合場所で問(公財)松戸
みどりと花の基金☎710－2851

松戸プロジェクトワークショップ「介護
予防について必要なことを一緒に考え
よう！」
日10/23㈰14時～16時会市民会館講
千葉大学予防医学センター教授・近藤
克則氏定先着50人申地域包括ケア推
進課地域支援担当室☎702－3652

生涯学習講座「楽しい群読～声のハー
モニー～みんなで詩や古典を読んでみ
よう｣〔全4回〕
日11/5㈯・19㈯・26㈯、12/3㈯各10
時30分～12時30分会アートスポット
まつど（キテミテマツド9階）講朗読
講師・石上瑠美子氏定40人（抽選）申
10/24㈪までに、申し込みフォームま
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・講座名・
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

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ」
日11/10㈭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） 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①スマホの選び方②スマホの操
作③タブレットの操作④ Windows11
の操作⑤ Word・Excel ⑥個別相談
日①11/1㈫④11/22㈫⑤11/23㈷各
9時30分～11時30分②11/3㈷③
11/8㈫⑥11/23㈷各13時30分～15
時30分会新松戸・常盤平各市民セン
ター対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

勤労会館ふれあい教室①一般教養講座
〔全4回〕②就労支援講座〔全3回〕
日①11月の㈬（祝日除く）各19時～20
時30分②11/4～18の㈮各19時～20時
30分会同館対市内在住・在勤、求職
者内①睡眠の大切さ、交流分析、職場
のマナー、人生100年時代のいきいき
プランニング②面接のノウハウ、障害者
就労支援と雇用の実際・これからの展
望、定年に備えた就労活動定各先着10
人申初回講座前日までに、電話で同館
☎365－9666へ

親子フットサルクリニック
日11/3㈷15時～17時会市民交流会
館運動施設講フットサル日本代表コー
チ・内山慶太郎氏対5歳～小学生とそ
の保護者定先着15組費1
組1,000円申直接または
電話で同館☎349－6530
へ　※詳細は同館ホーム
ページで

【Zoom 開催】～企業成長の要～外国
人材が中小企業を救う！
日11/4㈮14時～15時30分内外国人材
の活用事例や採用の課題・留意点講㈱
インディゴジャパン代表取締役・増田
憲二氏定先着100人申Eメールに件名
「11月4日セミナー申し込み｣、氏名、事
業者名を記載して、商工振興課企業立地
担当室 mckigyou@city.matsudo.
chiba.jp(☎711－6377）へ

小学校での読み聞かせ講座
日11/10㈭・24㈭各10時～11時30
分会子ども読書推進セン
ター定各先着24人申各日
程の前日までに、ちば電子
申請サービスで問市立図
書館☎365－5115

おはなしボランティア養成講座〔全6回〕
日①11/10㈭②11/24㈭各14時～15時
30分③11/17㈭10時～12時④11/25
㈮⑤R5/1/19㈭各10時30分～12時⑥
R5/1/19㈭14時～15時30分会①②④
⑥子ども読書推進センター③⑤市民会
館対市内在住の全日程参加
できる人定10人（抽選）申
10/31㈪までに、ちば電子
申請サービスで問市立図書
館☎365－5115

松戸地域職業訓練センター講座
内初めてのパソコン＆インターネット
講座、Wordを使った文書作成講座、
Excelを使った表計算講座、Access・
PowerPoint基礎講座など定各先着5人
費要問い合わせ問同センター☎349－
3200

市民講座「海外文学の魅力」
日11/19㈯13時～14時30分会勤労
会館講翻訳家・金

かなはら

原瑞
みずひと

人氏　※手話通
訳・要約筆記あり定先着50人申11/18
㈮までに、ちば電子申請サービスで　
※一時保育あり（1歳6カ月
～小学2年生、先着5人、
11/5㈯までに、電話で市
立図書館☎365－5115に
要申し込み)。

M
み ぃ あ

IEA 世界めぐり～英語でチェコ料理
を作ろう！～
日11/23㈷10時30分～14時会市民会
館内グーラーシュスープ、ミートローフ
のマッシュポテト添えなど講小林ブラン
カ氏（チェコ出身）対16歳以上定24人
（抽選）費1,500円（会員
1,000円）申11/6㈰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

介護のやさしい日本語教室～介護って、
どんなことばを使うの？～〔全10回〕
日12/1～R5/2/23の㈭10時10分～12
時10分（12/29、R5/1/5・1/12を除
く）会国際友好ルーム（松戸ビルヂン
グ4階）内介護の基本的な用語や利用
者とのコミュニケーションの取り方対
介護に興味がある外国人定先着15人　
※別途(公財)松戸市国際交流協会賛助会
費（1,000円）が必要です申電話で日本
語ボランティア会・藤

ふじさわ

沢☎080－5379
－6017へ

インバウンド向けガイド講座～外国人向
けガイドのポイントを学ぼう～〔全5回〕
日①11/13㈰10時～11時30分②11/27
㈰10時～12時会①ゆうまつど②勤労会
館　※第3～5回の日時・会場は講座の
中でお知らせします対英語を使い訪日
外国人にガイドしたい、全日程参加で
きる人講㈱ノットワールド定先着30
人申10/24㈪までに、Ｅメールまたは
FAXに氏名・住所・電話番号・メール
アドレス・英語力（TOEICスコア、英
検所持級など）を記載して、にぎわい
創造課 mcnigiwai@
city.matsudo.chiba.
jp、 711－6387（☎
366－7327）へ

会議
【オンライン開催】庁舎整備検討委員会
日10/28㈮10時～12時傍聴会場市役所
新館7階大会議室　※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

緑推進委員会
日10/24㈪10時～12時会市役所新館
5階市民サロン傍聴定員先着3人（当日
9時30分から開会直前まで会場前で受
け付け）問みどりと花の課市民緑化班
☎366－7378

環境審議会
日10/31㈪10時30分から会市役所新
館5階市民サロン傍聴定員先着5人（当
日10時から10時20分まで会場前で受
け付け）問環境政策課☎366－7089

同協議会
ホームページ

同センター
ホームページ

同館
ホームページ

消防局公式
Twitter

市ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

ちば電子申請
サービス

ちば電子申請
サービス

ちば電子申請
サービス

申し込み
フォーム

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　

市ホームページ

市ホームページ
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同ダイヤル 0120－415－111〔8時30分～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕



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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パラダイスエア

11月5日㈯・6日㈰各9時～16時30分
松戸のたからもの　松戸市の美術コレクション

　市立博物館で開催中の「松戸のたからもの　松戸市の美術コ
レクション」の関連イベントとして9月24日・25日に上演さ
れた、「libido:板倉鼎/須美子」を、市ホームページで公開して
います。
　松戸市生まれの演出家・岩

い わ

澤
さ わ

哲
て つ

野
や

氏が代表を
務める劇団「t

シ ア タ ー

heater a
ア パ ー ト メ ン ト

partment c
コ ン プ レ ッ ク ス

omplex 
l
リ ビ ド ー

ibido:」が、1920年代のパリに生きた松戸ゆかり
の画家夫妻・板倉鼎と須美子が残した絵と手紙に
基づいて創作した朗読劇です。

甲
か っ

冑
ちゅう

展示＆七五三記念撮影
　松戸手作り甲冑愛好会が戸定邸に甲冑を
展示します。七五三の記念写真の撮影場所
としてもぜひご利用ください。
会期10月25日㈫～11月15日㈫
費用戸定邸入館料（七五三の本人と保護者2人まで無料）
※ 11月3日㈷はイベントで甲冑を使用するため、展示しない場合があ

ります。
◦撮影を代行するスタッフはいません◦撮影機材や身に着ける物以外の
装飾品は持ち込みできません◦前撮りは事前にご連絡ください

秋風吹く秋風吹く戸定戸定に行こうに行こう

文化財保存活用課☎382－5570

戸定歴史館☎362－2050

七五三甲冑着用体験 要申込
　七五三を迎えるお子さん限定で、甲冑の着用体験ができます。
日時11月3日㈷10時～15時　会場戸定邸
対象5～7歳　定員35人（抽選） 費用1,000円

10月22日㈯までに申し込みフォームで
松戸手作り甲冑愛好会・知

ち

久
く

☎080－5438－4039 申し込みフォーム

朗読劇「朗読劇「ll
リ ビ ド ーリ ビ ド ー

ibidoibido::板板
い たい た

倉倉
く らく ら

鼎鼎
か な えか な え

／／須須
すす

美美
みみ

子子
ここ

」」
YouTuYouTubbe配信e配信

　朗読劇の基となった板倉鼎・須美子夫妻の作品と
書簡は現在、市立博物館で公開中です。ぜひお越し
ください。

この展覧会は（一財）自治総合センターの
助成により実施しています

市ホームページ

上演の様子（撮影：畠山美樹）

交通規制期間 10月29日㈯15時30分～19時
規制場所  主要地方道松戸野田線

（流山街道）の古ケ崎交差点から栄
町西（日大歯学部入口）交差点まで
の江戸川の区域と三郷側河川敷沿い
※ 会場への入場は、1万人限定の無

料ご招待当選はがきが必要です。
※ 当日の開催案内は、自動アナウンス

☎050－3666－2928で確認でき
ます。

※ 荒天等で中止になる場合があり
ます。

同大会実行委員会事務局（にぎわい創造課）同大会実行委員会事務局（にぎわい創造課）☎366－7327☎366－7327
松戸花火大会当日松戸花火大会当日はは会場周辺会場周辺をを交通規制します交通規制します

山
や ま

内
う ち

麻
ま

美
み

作品展 －旅－

　生命感みなぎる油絵やモザイク作品4点を展示します。
会期10月18日㈫～12月18日㈰各9時～22時　
会場森のホール21 1階エントランスホール
休館日月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）
費用無料 「生命の樹

き
」2020年

文化財保存活用課☎382－5570

　ウクライナ侵攻でキルギス共和国へ逃
れながらも、オンラインで「PARADISE 
AIR」と交流して制作を続けたグラフィ
ティアーティスト・アンドレイ・ビエ
ルゲル氏（ロシア出身）が、平和への
思いを強く持って制作した大型作品
「T

テ ュ ー モ ス

hymos」を、松戸競輪場の場内ス
テージで展示しています。車券を購入し
なくても、自由に入場できます。
時間10時～16時30分（ナイター開催時は20時30分まで）
会場同競輪場　費用無料
※混雑などの影響で時間が前後する場合があります。
※ 作品の詳細はPARADISE AIRホームページをご覧ください。

松戸競輪場で大型作品が誕生！ 松戸競輪場で大型作品が誕生！ アンドレイ・ビエルゲル作品アンドレイ・ビエルゲル作品
�(一社）P

ペ ア

AIR☎364－8832、にぎわい創造課☎366－7327

PARADISE AIR
ホームページ

キルギス（ビシュケク）での制作風景

　自然に触れながら大人も子どもも楽しめる企画を多数用意してい
ます。入試相談ブースの設置や研究室の展示も行います。
会場同大学松戸キャンパス（松戸648）
内容園芸学部の研究室で育てた野菜や芋、果
物などの配布・販売、花が咲く泥団子「たね
ダンゴ」作りのワークショップやお野菜スタ
ンプづくり、園芸学部クイズ大会など

千葉大学園芸学部大学祭千葉大学園芸学部大学祭「「戸定戸定祭祭」」

　隣接する戸定が丘歴史公園と千葉大学園芸学部の間にある回廊門
が開放され、自由に行き来できます。
日時11月5日㈯～12月18日㈰各9時30分～16時
※月曜日、11月12日㈯・13日㈰を除く。
�政策推進課市政総合研究室☎704－4006

戸定が丘歴史公園と千葉大学園芸学部の回廊門を開放

10月28日㈮　講師フラワーアレンジ教室虹の
花・岩柳雅枝氏　定員先着10人　持ち物花は
さみまたは工作用はさみ、新聞紙（1～2枚）、
持ち帰り袋（50cm×40cm程度） 費用1,500円

プリザーブドフラワーのクリスマスポット
アレンジ

11月11日㈮　講師アトリエF
フ ラ ワ ー

lower F
フ ラ ワ ー

lower代表・
倉原由加氏　定員先着11人　持ち物工作用ハサミ、
持ち帰り袋（50cm×30cm程度） 費用2,400円

11月4日㈮　講師フルーデリー代表・堂前絵美子
氏　定員先着12人　持ち物工作用ハサミ、持ち
帰り袋（20cm×20cm程度） 費用2,200円

共通
時間10時30分～11時30分　会場東松戸ゆいの花公園マグノリアハウス

10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

花とみどりを楽しむ！花とみどりを楽しむ！
オリジナル作品をつくってみようオリジナル作品をつくってみよう 要申込

生花で作る小さなアレンジ

秋色のダリアのリース  

花火大会の動画を生配信します
配信時間10月29日㈯
17時30分～18時
視聴方法YouTubeで

YouTube

11月6日㈰まで11月6日㈰まで開催中開催中

�同大学同学部☎308－8715

戸定歴史館開館30周年 plus1 ①特別トーク②紙芝居
　11月3日㈷で開館から30年＋1年を迎えた戸定歴史館で、2021年
NHK大河ドラマ『青天を衝

つ

け』の時代考証を務めた戸定歴史館・齊藤
洋一名誉館長の特別トーク、プロの紙芝居師・峯

み ね

岸
ぎ し

照
て る

恭
や す

氏のてるさん
の紙芝居「幻の将軍　徳川昭武」他を開催します。
日時11月3日㈷ ①13時、14時30分②11時、14時、15時30分
会場 ①戸定邸　※先着30人は座布団あり。
　　②戸定が丘歴史公園〔雨天時は戸定邸内〕
戸定邸入館料 一般250円、市内70歳以上200円、高校・大学生100円、

中学生以下無料 ドラッグストアドラッグストア コンビニ
エンスストア
コンビニ

エンスストア

コンビニ
エンスストア
コンビニ

エンスストア

流山街道流山街道

古ケ崎古ケ崎

江戸川江戸川

古ケ崎河川敷
スポーツ広場
古ケ崎河川敷
スポーツ広場

三郷市三郷市

上葛飾橋上葛飾橋

北松戸駅方面
↓

北松戸駅方面
↓

古ケ崎中学校古ケ崎中学校

栄町西栄町西

295

交通規制エリア交通規制エリア
立ち入り禁止エリア立ち入り禁止エリア

花火打ち上げ場所花火打ち上げ場所
当選者閲覧エリア当選者閲覧エリア
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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。

MATSUDO KIDS
プログラミングコンテスト2022
受賞作品体験展示会受賞作品体験展示会

　市内の小中学生が作っ
た、ゲームやアプリのコ
ンテスト受賞作品10点を
展示します。オリジナリ
ティにあふれた楽しい作
品を、ぜひ体験してみて
ください。

日時10月22日㈯・23日㈰各10時～16時
※22日㈯13時～14時30分は表彰式。
会場キテミテマツド1階イベントスペース〔荒天時は11階〕

2021年C
サ イ ゲ ー ム ス
ygames賞

「上空nメートル」

大
お お ご し

越妃
ひ よ り

依選手
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
　市立第二中学校1年生の大越選
手が、6月18日㈯に東京都で行わ
れた第6回全日本居合道自由組太
刀選手権ユースの部で準優勝、女
子の部で3位に入賞し、市役所を
表敬訪問しました。
　大越選手のさらなる活躍に期待
し、みんなで応援しましょう。

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室

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 秋の星座の物語
21日㈮・22日㈯各18時～18時20分
星と癒やしの時間 みずがめ座
21日㈮・22日㈯各19時～19時40分
※22日㈯の10時30分、11時30分の投影は休演します。

特別投影 キッズデー　ハロウィーン
29日㈯・30日㈰各10時30分、
11時30分、13時30分、
14時30分、15時30分（各20分）

共通定員各先着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、同館2階で受け付け

市ホームページ

特製シール

特別投影の来場者には
特製シールをプレゼント

「宇宙へ行こう！～有人宇宙開発の今
い ま む か し

昔～」
11月3日㈷14時～15時30分
対象市内在住の小学生～18歳（小学1・2年生は16歳以上の同伴者
が必要）　定員130人（抽選）　※1組4人（保護者は1人）まで。未
就学児は入場不可。　費用無料

10月23日㈰17時までに、市ホームページの申し込みフォームで
※抽選結果は10月26日㈬（繰り上げ当選は30日㈰）までに、Eメールでお知らせします。

松戸市名誉市民 山崎直子宇宙飛行士 講演会

同館☎368－1237

大越選手

にぎわい創造課☎366－7327

子ども政策課☎704－4007

　ステージイベントの他、クイズラ
リーなど、親子で楽しめるイベントが満
載！楽しいおもちゃがもらえちゃうか
も!?ぜひ家族みんなでお越しください。
日時11月3日㈷11時～17時
会場テラスモール松戸2階　アトリウムテラス（こ
もれびステージ）

第1部  11時～11時45分（10時30分開場）
エビカニクスで踊っちゃおう！
まつどDEケロポンズ
ファミリーコンサート
　松戸にミュージックユニット・
ケロポンズがやってくる！親子で
エビカニクスを踊ってみんなで笑
顔になろう！

第2部  13時30分～14時30分
子どもの未来応援講演会 笑いで夢を叶えよう
　子どもたちの夢や希望があふれる未来へ向けてみ
んなで笑顔の花を咲かせよう！
講師落語家・笑

しょうふくてい

福亭学
が っ こ

光氏
※手話通訳、キッズスペースあり。
※後日Youtube配信あ

り。詳細は市ホームペ
ージをご覧ください。

第3部  15時～16時
ダンスステージ発表会
　市内の小・中学生、高校生、保育士によるダンス
ステージです。
出演者県立松戸高校ダンス部M

エ ム

－C
ク ル ー

REW、松戸KIDS
チアダンスサークルC

キ ャ ン デ ィ ー

andy G
ガ ー ル ズ

irls、R
リ キ

IKI D
ダ ン ス

ANCE S
ス マ イ グ リ ー

MIGLY
※出演者は変更になる場合があります。

ケロポンズ

市ホームページ

市ホームページ 笑福亭学光氏

市ホームページ  山崎直子氏

当日先着
450人

当日先着
100人

まつどこどもの笑顔まつどこどもの笑顔
応援フェスタ応援フェスタ

ininテラスモール松戸テラスモール松戸

11月星空観望会 太陽系の星たち 要申込
１1月12日㈯18時～19時30分　※この日は10時30分と11時30分の通常投影は休演します。
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）　※中学生以下は要保護者同伴。　費用無料

10月18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）。

松戸松戸にぎわいにぎわいフェスタフェスタ 要申込

同イベントホームページまたは当日会場での申し込みもできます。詳細やイベント
の開催可否は同イベントホームページをご覧ください。

にぎわい創造課☎366－7327（当日は☎070－3896－3432）

11月5日㈯
〔小雨決行・荒天中止〕

トワイライトカフェトワイライトカフェ

　今年も沿線自治体の名所を巡る「駅からハイキング」を各コースで開催します。
詳細はJR東日本ホームページをご覧ください。

駅からハイキング駅からハイキングJR常磐線沿線
各市の名所を巡る

問政策推進課☎366－7072

JR東日本
ホームページ

3年ぶりに開催！

松戸コース松戸の秋と自然を満喫する
10月25日㈫～30日㈰
受け付け9時30分～11時30分の間に松戸駅券
売機前で

取手コース利根川沿いの取手を散策
～七福神とパブリックアートをめぐる～

10月31日㈪～11月6日㈰
受け付け9時30分～11時の間に取手駅東口改札外で

柏コース 江戸末期の歴史探訪と緑豊かな自然
に触れあおう

11月10日㈭～16日㈬
受け付け9時30分～11時30分の間に柏駅中央口で

我孫子コースアートと自然の中を歩く手賀沼
散策コース

11月18日㈮～23日㈷
受け付け9時30分～11時の間に我孫子駅改札外で

無料予約不要

　グランドピアノと弦楽器が奏でる心地良い音楽
に身を任せながら、ビールやワインを片手に
リラックスしたひとときをお過ごしください。トワイライトカフェトワイライトカフェ

時間14時～18時　会場キテミテマツド前広場　※当日に会場での受け付けが必要です。
内容 弦楽アンサンブル 石川寛子氏（ヴァイオリン）、大塚幸穂氏（チェロ）、はせがわふさこ氏

（編曲・ピアノ） Jazz Live Betty大竹氏（ヴォーカル&ギター）、諸戸勝也氏（ピアノ）
松戸駅周辺商業協同組合☎365－0100、にぎわい創造課☎366－7327 市ホームページ

　松戸駅周辺にある公園などの公共空間で、飲食・物販・　松戸駅周辺にある公園などの公共空間で、飲食・物販・
文化芸術イベントを開催！スタンプラリーも同時開催します。文化芸術イベントを開催！スタンプラリーも同時開催します。

初開催！
松
戸
駅

③

① ②

④
⑤

松戸 柏 我孫子 取手

11月6日㈰〔小雨決行・荒天中止〕　※イベントの開催可否など、詳細は市ホームページをご覧ください。

予約不要

④S
サ ウ ン ド

OUND C
カ フ ェ

AFÉ
　（キテミテマツド前広場） 
11時～16時
　ワインやビールを片手に、楽しい音楽で
すてきな時間をお過ごしください。
⑤POPculture ＆ S

エスディージーズ

DGs
　（春雨橋親水広場） 

10時～16時
　漫画の作品内に描かれた松戸の風景を展
示します。SDGs関連のショップも出店！

①にぎわいステージ（西口デッキ） 10時～16時
　消防音楽隊の演奏や学生によるダンスなどのス
テージイベントの他、駅周辺の飲食店の食事やワー
クショップが楽しめます！
②松戸東口商店会まつり
　（東口デッキ）　　　　　　  10時～16時
　商店街の皆さんが読書の秋・味覚の秋をお届け！
③マルシェ（西口公園） 10時～17時
　松戸の物産販売やキッチンカーが出店！サンバパ
フォーマンスや子ども縁日も同時開催！

同イベント同イベント
ホームページホームページ



総合医療センター小児外科外来は10月27日㈭に全休診します
問同センター☎712－2511（代表）

人生100年時代　フレイル予防について知ろう！
　握力・滑舌・指輪っかテストなどで、体と心の機能が低下し介護が必要に
なる前段階「フレイル」の危険がないかチェックできます。松戸市ご長寿
ハッピーコンテストの川柳部門受賞作品も掲示します。
日時10月24日㈪～28日㈮各9時30分～11時30分、13時30分～15時30分
※27日㈭は掲示のみ。　会場市役所1階連絡通路
問健康推進課☎712－2403

【オンライン開催】総合医療センター地域連携医療セミナー 要申込

日時10月26日㈬18時30分～19時15分　内容変形性膝関節症について　
講師同センター整形外科部長兼地域連携室長・河

か わ も と

本泰
た い せ い

成医師　
定員先着100人
 同センターホームページで
問同センター地域連携室☎712－0551

食からはじめる健康セミナーヘルスアップコース
〔全2回〕要申込

日時11月①1日㈫・8日㈫②15日㈫・22日㈫③18日㈮・25日㈮各
10時30分～12時　会場各保健福祉センター(①中央②小金③常盤平)
内容 1日目ストレッチでリフレッシュ 2日目適量でバランスの良い食
事とは？の話とお薦め料理の紹介　対象市内在住の20歳～59歳
定員各先着12人　持ち物 1日目運動のできる服装、運動靴、バスタオル、
タオル、飲み物 2日目筆記用具、飲み物

10月17日㈪9時から、電話で健康推進課☎366－7481へ

歯の健康チェック 要申込

　参加者には歯ブラシ1本をプレゼントします。
日時11月6日㈰11時、11時30分、12時　会場小金原体育館　内容①
歯科健診、口腔がんチェック、相談②矯正相談　定員各先着①12人②
3人　持ち物外靴用の袋

10月17日㈪9時から、電話で健康推進課地域保健班☎366－7481へ

11月6日㈰10時30分～12時40分（入場は12時10分まで）
会場小金原体育館　内容 ステージ ●10時45分太極拳●11時10分ストレッチ●11時35分親子deダ
ンス●12時英語で口

こ う く う

腔トレーニング●12時25分脳の活性化エクササイズ　 ブース ●骨密度測定
●血管年齢測定●ベジチェック●TUG歩行能力テスト●ロコチェック●ブラックライトで手洗い
チェック他　対象市内在住・在勤・在学　持ち物飲み物、上履き、外靴用の袋
千葉ジェッツ専属チアリーダーズ「S

ス タ ー

TAR J
ジ ェ ッ ツ

ETS」のダンス教室 要申込

　STAR JETSメンバー2人を迎えて、楽しいダンス教室を開催！
時間11時、12時　対象市内在住・在学の5歳～小学
生　定員各先着20人　※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。
問健康推進課☎366－7486 市ホームページ ©︎CHIBAJETS FUNABASHI/PHOTO:Hiroto Gozaoka

健康まつど21
マスコットキャラクター

「けあら」

健康日本21（第二次）推進松戸市大会
秋の健康フェスティバル2022

～あなたの健康度をチェック！with健康松戸21応援団～

　薬には「主作用」と「副作用」があります。内服した薬の成分は体内に
入ってさまざまな作用を発揮しますが、症状に対して効果をもたらすことを
目的にしたものが「主作用」で、それ以外に影響する作用が「副作用」です。
　薬を内服する際に、まず何よりも副作用を心配される人も多いようで
す。副作用のある薬は良くない薬、強い薬だからと思って自己判断で内服
を中止してしまう人も多くみられます。医師は患者さんの症状や困ってい
ることを改善する目的で必要な薬を処方しますが、残念ながら副作用が全
くない薬はありません。例えば高血圧の治療に使われる降圧薬は「血圧を
下げる」のが治療の目的であり主作用ですが、目標を超えて下がり過ぎれ
ばふらつきや転倒などを起こすこともあります。また、血圧の下がり過ぎ
とは別に、肝障害・腎障害・胃腸障害などの他の臓器への副作用も報告さ

れています。
　副作用をなるべく抑えて効果をしっかりもたらすために大切なことは、
処方する医師や薬剤師と治療を受ける患者さんが、内服薬の効果と副作
用の情報を、共有することです。また、指示された用法・用量をしっか
り守って内服することも大切です。むやみに副作用を怖がるのではなく、
患者さん自身もその薬の必要性や起こりうる副作用についてよく知ってお
き、副作用が起こっても大きな問題に至らないうちに気付けるようにして
おきましょう。
　薬を飲んで副作用が疑われる症状が現れたら、早めに医師や薬剤師に相
談してください。

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

薬の副作用について考えてみましょう
あなたの健康 426

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）

…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

新松戸　☎346－2500 346－2514

集まれ！！ペット好き～飼い主のつどい～
日10月27日㈭14時～15時会新松戸市民セン
ター対市内在住でペットを飼っている人定先着
10人申電話またはFAXで

東部　☎330－8866 330－8867

男性介護者のつどい　
日11月3日㈷14時～15時会東部高齢者いきい
き安心センター対家族の介護をしているまたは
経験がある男性定先着10人申電話またはFAXで

常盤平　☎330－6150 330－6260

自身の体力を把握しよう体力測定会
日11月10日㈭10時～11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FAXで

小金原　☎383－3111 385－3071

介護者のつどい
みなさんでお話ししませんか
日11月5日㈯13時～15時会旭神経内科リハビリ
テーション病院別館（栗ケ沢）定先着10人程度
高齢者施設ってどんなところ？～写真で施
設見学～
日11月8日㈫10時～11時30分会新松戸市民セ
ンター定先着30人申10月18日㈫から電話で

小金　☎374－5221 349－0560

【Zoom開催】オンラインサロン＆
体操in小金
日11月4日㈮10時～11時対65歳以上
申電話または専用フォームで

本庁　☎363－6823 710－7198

【オンライン開催】認知症サポーター養成講座

日10月26日㈬13時30分～15時申電話またはE
メールに件名「認知症サポーター養成講座」、住
所・氏名・電話番号を記入して、本庁高齢者い
きいき安心センター hon.yaki-houkatsu@
ceres.ocn.ne.jp へ
シニアのための転倒予防教室（座ってでき
る体操教室）
日10月28日㈮14時～15時会ゆうまつど対運動
制限のない市内在住の65歳以上定先着15人申
10月18日㈫10時から、電話またはFAXで

専用
フォーム

まつど健康マイレージ付与 …
費用無料

同センター
ホームページ

　10月下旬から河原塚地域と小金原地区で運行
するグリーンスローモビリティの「オープニン
グセレモニー」を開催します。実際に試乗もで
きますので、ぜひお越しください。

日時①10月29日㈯10時～12時②10月30日㈰
13時～14時　会場①熊野神社（河原塚326）
②小金原中央商店街内（いこいの広場）　
問①河原塚グリーンスローモビリティ運営委員

会事務局☎090－3470－6520②松戸市社会
福祉協議会小金原地区事務所☎348－7115

グリーンスローモビリティグリーンスローモビリティ
オープニングセレモニーオープニングセレモニー

①河原塚地域②小金原地区

広報まつど　2022（令和4）年10月15日6

新聞の定期購読をしていない世帯で「広報まつど」の配布を希望する人は、無料の宅配サービスをお申し込みください。



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)、10/28㈮　
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）

各催しは申込制です。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

◆学芸員講演会「戦争と古代
国家の形成」
11/6㈰13時～15時　会場講堂
講師同館学芸員　定員75人（抽選)
費用無料　申10/26㈬〔必着〕まで
◆歴史を語る③「家内安全　商
売繁盛　幸運を呼ぶ縁起物」
11/20㈰13時～15時　会場講堂
講師葛飾区郷土と天文の博物館

※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。

●キンボール教室
10/15㈯19時～21時　会場東
部スポーツパーク体育館　
問岩下☎090－5531－8004
●ソフトボール教室
10/22㈯9時～13時　会場東部
スポーツパーク野球場　
問斉藤☎080－5659－4647
●カローリング・ボッチャ教室
10/29㈯9時20分～12時　会場
六実市民センター　
問伊藤☎090－8027－8076
●ソフトバレーボール教室
11/6㈰9時～11時　会場常盤平
体育館　
問小暮☎090－4012－7686
●卓球教室
11/6㈰9時～12時　会場松飛台
第二小学校　
問坂本☎090－4364－2397

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」
12/25㈰まで
◆戸定で祝う七五三
10/25㈫～11/15㈫　※4面参照。
◆戸定歴史館開館30周年p

プ ラ ス ワ ン

lus1
11/3㈷　※4面参照。

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

◆ニッコールクラブ松戸支部
写真展
10/16㈰まで
問松尾☎366－9651
◆松戸あひる会絵画展
10/16㈰まで
問坂本☎315－4837
◆金曜デッサン会絵画作品展
10/18㈫～23㈰
問森田☎346－3606
◆松戸市文化祭（①写真展②
書道展）
11/1㈫～6㈰
問①吉田☎090－7226－8886、
②加藤☎080－5435－2337

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

　10/15号では「古民家　旧齋藤
邸」コーナーの掲載はありません。

古民家 旧齋藤邸
☎382−5570

戸定歴史館
☎362−2050

学芸員・堀充宏氏　定員75人（抽
選)　費用無料　申11/7㈪〔必着〕 運動公園

☎363−9241

◆カルチャー教室　かけっこ教室
会場武道館　対象5歳～10歳　
定員先着20人　費用1,000円　
※日時はお問い合わせいただく
か、同館指定管理者ホームペー
ジをご覧ください。

開館時間…9時～16時30分、11月か
ら9時～16時
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

◆失敗しない柿栽培～剪
せ ん て い

定や
病害虫防除などのポイント～
11/16㈬10時30分～12時　講
師千葉大学環境健康フィールド
科学センター助教・三輪正幸氏
定員先着30人　費用無料
◆「いよいよ冬鳥のシーズン
開幕！」今年はどんな冬になる
のか？
11/25㈮10時30分～11時45分
講師自然解説員・金子雅幸氏、
野
の じ り

尻清
きよたか

敬氏　定員先着15人　
費用無料
◆健康と癒しの森歩き～心と
身体で楽しむ森林浴～
11/26㈯10時～12時　講師千
葉県森林インストラクター会　
対象20歳以上　定員先着15人
費用無料

パークセンター講座
☎345−8900

21世紀の森と広場

講座は全て申込制。10/18㈫から電
話でパークセンターへ（9時～17時）

◆松戸水墨画合同展
10/18㈫～23㈰
問村上☎090－9817－0038
◆フォトフレンドリー写真展
10/25㈫～30㈰
問松本☎090－1794－2142
◆かな書道芳

ほ う せ い か い

静会展
10/27㈭～30㈰
問田原☎363－0016
◆松戸市文化祭（いけばな展）
11/2㈬～4㈮
問石原☎343－2398
◆土曜絵画教室ラディカル展
11/8㈫～13㈰
問小島☎343－0657
◆川崎先生と生徒たち絵画展
11/8㈫～13㈰
問藤井☎367－3110
◆「二葉会」写真展
11/8㈫～13㈰
問村田☎365－5763

相談名（原則予約制） 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 11/21㈪14:00～16:00
酒害相談 11/17㈭14:00～16:30

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

保健福祉センターで保健福祉センターで
管理栄養士・歯科衛生士に健康相談できます管理栄養士・歯科衛生士に健康相談できます

問�① 成人・高齢者の相談 健康推進課地域保健班☎366－7481、妊産婦・乳幼児の相談
子ども家庭相談課母子保健担当室☎366－7489②③健康推進課地域保健班☎366
－7481　※保健師への相談は、各保健福祉センター（中央☎366－7489、小金☎
346－5601、常盤平☎384－1333）へ

会場（各保健福祉センター） ①中央 ②小金 ③常盤平
相談時間（予約優先) 8：30～17：00 10：00～16：00 10：00～16：00

担当 管理栄養士
歯科衛生士

㈪管理栄養士 ㈭管理栄養士
㈭歯科衛生士 ㈪歯科衛生士

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

◆健康マージャン体験会
日①10/17㈪・19㈬・21㈮②10/22㈯③
10/18㈫④10/20㈭各12時～16時会①
②③NPO健康マージャンやまがクラブ事
務局（新京成常盤平駅下車）④馬橋市民
センター費①②④1,000円③1,200円対
②上級者③初心者申電話で同NPO・徳光
☎090－8583－1506へ
●金曜デッサン会作品展
日10/18㈫～23㈰各10時～18時（初日は
13時から、最終日は16時まで）会文化ホー
ル申電話で同会・森田☎346－3606へ
●健康体操（ストレッチ・フレイル予防体操)
日10/18㈫・25㈫各13時30分～15時
会矢切公民館持室内靴費各500円申電
話で矢切レクリエーションクラブ・田中
☎090－6525－1215へ
●水彩画写生体験会
日10/18㈫10時～15時30分会戸定が
丘歴史公園持水彩画道具一式費1,000
円申電話で松戸水彩会・陸島☎080－
3504－2624へ

◆陶芸作品展示会
日10/18㈫12時 ～10/21㈮12時会 総 合
福祉会館1階ロビー問矢切老福陶芸クラ
ブ・篠田☎090－8082－5380
●詩吟サークル見学体験会
日10/21㈮・28㈮各10時～12時会五香
市民センター対初心者持筆記用具申電
話で翔

しょうりゅうかい

龍会・廣
ひ ろ の

野☎080－1087－1494へ
◆部落差別ってまだあるの？「未来への伝
言」上映と「部落差別解消推進法」学習会
日10/30㈰12時30分～16時30分会明
市民センター定先着50人費300円申電
話で松戸市同和教育研究会・古賀☎080
－9157－6760へ
◆女性健康マージャン入門体験会
日10/25㈫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
◆松戸土建まつり
日10/23㈰10時～15時会新松戸中央公
園内工作・建前実演など問千葉土建松
戸支部☎368－7700

◆企業活性化相談
日10/26㈬、11/16㈬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
●人形劇・おはなし・あそびの広場in新松戸
日11/3㈷13時～14時、14時30分～15
時30分会青少年会館申電話で松戸子ど
もの文化連絡会・﨑野☎703－9897へ
●よこすかウインドアンサンブル吹奏楽
演奏会
日11/3㈷14時～16時会柏市民文化会
館内パリのアメリカ人、ウエストサイド
ストーリーなど（バンジョー客演：青木
研）問よこすかウインドアンサンブル・
渋谷☎090－6037－3673
◆講演会「どうなる日本！! ～上

じょうねん

念司
つかさ

が見
る経済のうそ本当～」
日11/9㈬14時30分～16時会市民劇場
講経済評論家・上念司氏定先着300人 
申電話で(公社)松戸法人会☎368－
3311へ

●認知症啓発イベント　R
ラ ン と も

UN伴＋まつど
2022「S

ス マ イ ル

MILE＋写真展」作品募集
展示日11/6㈰11時～15時会テラスモー
ル松戸、森のホール21入り口横申笑顔
の写真を専用フォーム https://00m.
in/5GoZCへ問同イベント実行委員会

runtomomatudo@gmail.com
●東葛クリニック栄養ケア・ステーション
松戸　栄養の日イベント
日11/5㈯10時～16時、11/6㈰9時～12時
会東葛クリニック松戸（根本）定各先着
30人問同クリニック・髙﨑☎331－2026

※電話相談は予約不要。

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
※ 10/29、11/6、11/20を

除く。

10
月

司馬遼太郎と城を歩く8 
五稜郭・平戸城・会津若松城・江戸城
（60分）

11
月

日本の染と織6 綴
つづれにしき

綿・紙
し ふ

布と紙
か み こ

子・織
物の組織（60分）

土日祝のキッズシアター
(土・日曜、祝日）13:15
※ 10/29、11/6、11/20を

除く。

10
月

アニメふるさと再生　日本昔ばなし
「わらしべ長者、天の羽衣、厠

かわや

の神
様」（25分）

11
月

アニメふるさと再生　日本昔ばなし
「仁王とどっこい、鷺のさらい子、こ
んにゃく問答」（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

●コールシャコンヌ（混声合唱）
日月3回㈯10時15分～11時45分会
八ケ崎市民センター費月4,000円問
川島☎345－1133へ

会 員 募 集
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世界のためにみんなで考えよう

地
生
方

創

VOL.
6

政策推進課市政総合研究室☎704－4006
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　「うちのチームには強くなりたいという選手が集まっています」
と話すのは、松戸に本拠地を置く社会人硬式野球チーム・千葉熱
血MAKING監督の木村晃平さん。同チームは2006年に森田健作
前千葉県知事が設立、結成10年目の2015年には全日本クラブ選
手権大会で見事全国ベスト4入りを果たした実力派。当時の部長
が松戸市に住んでいた縁で、チームの本拠地を松戸に置いてい
ます。結成3年目に入団した木村さんも、6年前から松戸市在住。
「もう松戸は地元のようなものですね」と、仕事をしながらの野
球生活を送っています。
　チームには学生・社会人合わせて約40人が在籍。「選手たち
が自発的に技術の向上やコミュニケーションを行える環境づく
りを心掛けています」と、選手と監督の壁を作らないチーム運
営を目指している木村さん。「個性豊かなエンターテイナーの集
まりなので、ネジが外れてしまったとき、しっかりと雰囲気を
締め直すのに時間が掛かるのが悩みです(笑)」と明るい雰囲気を
伺わせます。
　チームの課題は場所と資金の確保。「毎週、土日に練習・試合
をしていますが、松戸市内には硬式野球の試合ができる野球場が
ないので、練習は市内の室内練習場や河川敷、試合は市外の野球
場に行くしかありません」と木村さんは言います。企業が母体の
チームではないため、会場使用料や遠征費を賄うのも苦労してい
ることから、現在、サポーターズクラブを設立し、支援を募って
います。
　目指すは、都市対抗野球大会や全日本クラブ選手権大会など
の関東・全国大会への継続的な出場。「大きな大会で勝つと、松
戸市が注目されることになりますし、我々が勝つことで地域が盛

り上がってくれればうれしいで
す」と夢を描きますが、そのため
には継続的に戦力となる選手が不
可欠です。「チームに松戸市内の
高校のOBが増えてきています。
上手い下手よりも、純粋に野球が
好きで、一緒に泥まみれになって
本気で笑ったり、泣いたり、助け
合ったりしながら戦ってくれる人
を待ってます！熱血！！」と木村 
さん。松戸を代表する硬式野球
チームとして、木村さん率いる
チームの挑戦は、これ
からも続きます。

勝つことで
松戸市を盛り上げたい
千葉熱血M

メ イ キ ン グ

AKING監督　 木
き む ら

村 晃
こ う へ い

平さん

同課
インスタグラム

市ホームページ

令和4年2月生
とっても可愛い笑顔と癒し
をありがとう♡お姉ちゃん
2人に負けないように強い
子に育ってね☆

令和3年9月生
1歳のお誕生日おめでとう！
これからも元気にすくすく
育ってね！

令和3年1月生
三兄弟の末っ子。みんな
に愛され、可愛がられ、
のびのび成長中。典の笑
顔がみんな大好き！

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!

颯そ

う

ま真
ち
ゃ
ん

壮そ

う

し志
ち
ゃ
ん

典て
ん

ち
ゃ
ん

柏レイソルの試合日に松戸市ブースで販売しましたあじさいねぎの餃子風パン

県立小金高校発！
地産地消でSDGsな取り組み
　SDGsに積極的に取り組む県立小金高校で
は、地産地消をテーマに地元農家やパン屋と
共同で松戸名産のあじさいねぎを使った「あ
じさいねぎの餃子風パン」の商品開発を行
い、8月14日㈰に行われた柏レイソル・松戸
ホームタウンサンクスデーの松戸市ブースで
販売しました。
　この商品は同校の「課題研究」の授業の中
で生まれた「若い世代にもっと地域や環境に

ついて知ってもらいたい。特産品や地域の認知
度を高めたい」という同校生徒の思いに賛同し
た地元農家とパン屋が協力して形になったもの
です。
　実はこの企画、特産品の認知度向上だけで
なく、地産地消の広がりによる持続可能な地域
経済の実現やフードマイレージ（食料の輸送距
離）削減によるCO2の削減を目指したものでも

同チーム chiba_nekketsu@yahoo.co.jp

あります。SDGsでいうと「目標8・働きがいも 
経済成長も」「目標13・気候変動に 具体的な対
策を」につながる取り組みとなっています。
　SDGsは人類が持続可能な経済・社会・環境
の実現を目指す世界的な目標ですが、世界や国
が大きなことを行っていくだけではなく、こう
いった地域に根差した活動も達成に向けたワン
ピースになっていくのです。

　9月26日㈪、平成27年から梨を
通じて交流をしているドミニカ共
和国のミゲル・ヌニェス外務省官
房長が市長を表敬訪問しました。
事業展開の意見交換や、同国の職
員が研修を受けている市内観光梨
園を視察しました。詳細は市ホー
ムページや同課インスタグラムを
ご覧ください。

同チーム
インスタグラム

ミゲル・ヌニェス氏（右）

松戸松戸ととドミニカドミニカ共和国共和国

　9月14日㈬、救急業務
の普及啓発の推進や救急
隊の育成などに積極的に
取り組まれた皆さんに、
消防局長から感謝状およ
び記念品を授与しました。
　市消防局では、「救急
の日」「救急医療週間」を
通じて市内事業所と連携
し、救急業務に対する市
民の理解と認識を深めて
いくとともに、救急業務
の充実・強化を図ってい
きます。

(前列・左から)（特養）第二南花園・矢野氏、新松戸中央総合病院
医師・中尾氏、消防局長、千葉県西部防災センター・今井氏、松戸
公産㈱・森氏

令和4年度救急業務功労者表彰 救急課
☎363－1145

国際推進課☎710－2725

今年の表彰者（敬称略）
●千葉県西部防災センター
●松戸公産㈱プチモール二ツ木
●（特養）第二南花園
●（医）明理会・新松戸中央総合病院医師・中尾安秀

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
2022.10.15
（令和4年）
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指名打者として打席に立つ木村さん
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