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●オンライン申請システムスタート！
●まつどのMORIで秋を満喫！
●松戸クリスマス音楽祭
●11月は児童虐待防止推進月間
●子育て情報LINEアカウント開始

11月20日㈰は
松戸市議会議員
一般選挙の投票日

市選挙管理委員会事務局☎366－7386、投票日当日は☎366－7222（7時～21時）
※当日21時〜開票終了までの問い合わせは、運動公園管理事務所☎363－9241へ。

市ホームページ
「松戸市議会議員
一般選挙」

千葉県明るい選挙
シンボルキャラクター

「せんきょ君」

選挙啓発ポスター（県立松戸高等学校芸術科2年生の作品）

市民の代表を
決める選挙だよ！

～いっぴょうに  みらいキラキラ  おもいをのせて～（松戸市議会議員一般選挙啓発標語）

投票所入場整理券は封書で11月8日㈫から投票所入場整理券は封書で11月8日㈫から
順次郵送します順次郵送します

　封筒の宛名には世帯全員（選挙人
名簿登録者）の氏名が記載され、封
筒の中には同一世帯全員分（1人1
枚）の投票所入場整理券が同封され
ています。投票の際は、自身の氏名
が記載されている投票所入場整理券
をお持ちください。
　投票所入場整理券が汚れたり、無くなったり、届かなかった
りする場合でも、市の選挙人名簿に登録されていれば投票でき
ますので、投票所係員に申し出てください。

市ホームページ
「投・開票速報ページ」

●11月16日㈬に各新聞（朝日・産経・千葉日報・東京・日経・毎日・読売）の 
朝刊に折り込む予定です

●市役所や各支所・市民センターなどの公共施設に備えおきます
●PDF版を市ホームページに掲載します

　投票日当日は市ホームページに投・開票速
報を掲載します。
※開票は11月20日㈰21時15分から運動公園

体育館で行います。

　投票したい候補者の氏名を
投票用紙に記入して、投票箱
に投函してください。

自書式投票投票方法

選挙公報 当日の投・開票速報をお知らせ

投票できる人

代理投票制度代理投票制度
　心身の故障その他の事由に
より、投票所で投票用紙に記
入できない人に代わって、投
票所の係員が投票用紙に記入
します。
※投票所には点字器・点字用投

票用紙を備えています。

不在者投票制度不在者投票制度
　仕事や旅行などにより松戸市
以外に滞在している人や、不在
者投票ができる場所として指定
された施設に入院または入所し
ている人が利用できます。
※詳細は市ホームページをご覧

ください。

郵便等投票制度郵便等投票制度 請求期限

　特定の要件を満たす人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受け
ることで、郵便などにより不在者投票ができます。
対象身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持つ一定の要件を満たす人、または介
護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人
※新型コロナウイルス感染症により、宿泊・自宅療養などをしており、一定

の要件に該当する人は、「特例郵便等投票」ができます。詳細は市ホーム
ページをご覧ください。

※本館2階へは新館のエレベーターで2階へ。新館と本館の連絡通路にある 
車椅子用階段昇降機をご利用いただけます。

期日前投票所 
（1 階またはエレベーターなどが設置されています） 投票時間

松戸市役所 本館 2 階　大会議室※

8:30 ～ 20:00

常盤平市民センター 1 階第 1 会議室
小金支所 小金保健福祉センター 3 階待合室
小金原市民センター 2 階会議室
六実市民センター別館 2 階第 1 会議室
馬橋集会所 1 階集会室
新松戸市民センター 3 階第 2 会議室
総合福祉会館 1 階ロビー
東部クリーンセンター 管理棟 1 階大会議室
ヨークプライス五香店 2 階奥

10:00 ～ 20:00プラーレ松戸 6 階パティオ
テラスモール松戸 4 階北モールエレベーター前

期日前投票
投票日当日に投票に行けない人はご利用ください

投票期間11月14日㈪～19日㈯

投票日当日の投票 投票時間7時～20時

●平成16年11月21日までに生まれ、令和4年8月12日ま
でに松戸市に転入の届け出をし、引き続き居住している
人で、市の選挙人名簿に登録されている人

※市外に転出した人は投票できません。
市内転居した人
　令和4年10月29日以降に市内転居の届け出をした人
は、旧住所地の投票所が投票場所になります。

11月16日㈬17時〔必着〕

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/



　　

　パブリックコメントを実施し、寄せられた意見を考慮して推進計画
を作成しました。
公表日11月2日㈬　公表内容●市民の皆さんから寄せられた意見の概
要●意見に対する市の考え方●計画書
公表方法市ホームページへの掲載、スポーツ課・行政資
料センター・各支所・市立図書館（本館・地域館・別
館）・まつど市民活動サポートセンターでの閲覧
スポーツ課☎703－0601

　基礎疾患の有無や医療従事者等にかかわらず、2回目接種を終えた12歳
以上の全ての人がオミクロン株対応ワクチンを予約できるようになりました。
※モデルナ製のオミクロン株対応ワクチンはBA.1対応ワクチンです。
※ファイザー製BA.1対応ワクチンと従来型ワクチン（1・2回目接種用）
は中央保健福祉センターで接種できます（要予約）。

　対象者には1・2回目の接種券を発送しています。3回目の接種券は、接
種可能になる月の前月に発送します。　※1回目に乳幼児用ワクチンを接種
した後に5歳になった子は、2・3回目のワクチンも乳幼児用を接種する必
要があります。
接種回数3回　接種間隔 1回目から2回目 3週間、 2回目から3回目 8週間
ワクチンの種類乳幼児用ファイザー製ワクチン

パブリックコメント（意見募集）
実施結果を公表します

新型コロナワクチン新型コロナワクチン最新情報最新情報

松戸市
スポーツ
推進計画

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

国民健康保険料のお支払いは納期限までに
保険料の納付が困難な場合はご相談を
　毎月最終木曜日に、国保年金課（市役所本館１階）
の相談窓口を20時まで開設しています
保険料のお支払いは口座振替がおすすめ
　インターネット上のWeb口座振替受付サービスから
申し込めます
納付済確認書を１月下旬に発送予定
　それ以前に年末調整などで必要な場合は、同課へお問い合わせください

国民健康保険の届け出は確実に
届け出できる窓口同課（市役所本館１階）または各支所

健康診査はお済みですか
　35歳以上の国民健康保険加入者を対象に、健康診査を無料で実施し
ています。対象者には受診券（黄色の封筒）を送付していますので、
ぜひご活用ください。

11月は11月は「ちば国保月間」「ちば国保月間」
国民健康保険コールセンター☎712－0141

Web口座振替
受付サービス

届け出漏れの多い事例
●会社に就職した人（他の健康保険に入り国民健康保険を脱退）
国民健康保険と職場の両方の保険証を持って窓口へ

●会社を退職した人（他の健康保険をやめて国民健康保険に加入）
健康保険の資格喪失証明書と本人確認書類を持って窓口へ

　借金問題、出会い系サイト、金融商品などの消費者問題に関する悩みを
弁護士に無料で相談できます。

時間各10時～16時　定員各先着12人
電話で各申し込み先へ（野田市・柏市は11月7日㈪から）

消費生活課☎366－7329

開催日 会場 （各市消費生活センター） 申し込み先
11/12㈯ 我孫子市（アビイクオーレ2階） ☎04－7185－1469
14㈪ 松戸市（京葉ガスF松戸ビル5階） ☎047－366－7329
15㈫ 流山市（同市役所第2庁舎2階） ☎04－7158－0999
16㈬ 鎌ケ谷市（同市役所1階） ☎047－445－1240
18㈮ 野田市（同市役所1階） ☎04－7123－1084
19㈯ 柏市（同市中央体育館管理棟1階） ☎04－7163－5853

一人で悩まず弁護士に相談を一人で悩まず弁護士に相談を
6市合同  消費者問題無料相談会消費者問題無料相談会  要申込

市ホームページ

　補助金を申請する際は、診断や工事の契約を
行う前に市へお問い合わせください。

木造住宅耐震診断・耐震改修・危険木造住宅耐震診断・耐震改修・危険
コンクリートブロック塀等除却工事補助金コンクリートブロック塀等除却工事補助金

建築指導課
☎366－7368

日時令和5年①1月11日㈬②2月1日㈬各10時～16時
会場①市役所新館8階会議室②六実市民センター
内容●平成12年以前に建築した木造在来軸組構法の住宅（地上2階
建て以下）の簡易耐震診断●耐震関係の補助事業の説明
持ち物自宅の平面図（間取り図）
電話で同課☎366－7368へ	

今年度の受け付けは11月30日㈬で終了！

自宅の耐震強度を把握しませんか？木造住宅耐震相談会木造住宅耐震相談会

ファイザー製オミクロン株対応ワクチンは
BA.4–5対応ワクチンになりました

乳幼児（6カ月～4歳）への接種を開始しました

対象3～5回目接種を希望する12歳以上　※小児（5歳～11歳）の3回目接
種の接種間隔は、前回の接種日から5カ月のまま変更ありません。　

追加接種の間隔が3カ月に短縮されました

　5回目接種を希望する場合、あらかじめ日時・会場が指定さ
れている場合があります。変更・キャンセルをする、もしくは
指定のない接種を希望する場合は、コールセンターや予約サイ
トで手続きをお願いします。 予約サイト

予約手続きはコールセンター・予約サイトへ

松戸市お知らせ
キャラクター・
まつまつ松戸市オンライン松戸市オンライン

申請システム申請システムスタート！

松戸市オンライン
申請システム

　各行政手続きをオンラインで行えるようになりました。好きなときに
手続きができ、進

しんちょく

捗や履歴の確認ができます。
　申請できる手続きは順次追加していく予定です。ぜひご利用ください。
※行政手続きの一覧は市ホームページで確認できます。
主な手続き内容
●個人市・県民税の申告書提出●松戸市民PCR検査助成
事業の償還払いの申請●まつど健康マイレージの応募	
●ID付きマイナンバーカード交付申請書発行●放課後児童
クラブ利用申し込み●令和5年度新入学学校選択制申し込
みなど　※受け付け開始日は手続きにより異なります。
情報政策課デジタル戦略担当室☎710－8810

※各行政手続きに関するお問い合わせは、各担当部署へ
お願いします。 市ホームページ

50件以上の
行政手続きが
可能に！

新型コロナウイルスの感染者が再び増え始めています。流行に備え、今のうちに抗原検査キットと解熱鎮痛剤をご用意ください。　問健康福祉政策課☎704－0055

　

　課税される年の1月1日現在、居住するための家屋（住宅・アパート・
マンションなど）の敷地となっている土地は、原則として「住宅用地の特
例」が適用され、税額が軽減されます。
　「住宅用地の特例」が適用されている場合は、納税通知書に同封される
課税資産の内訳の備考欄に「住宅用地」と記載があります。居住用家屋の

敷地にもかかわらず「住宅
用地」の記載がない場合は、
同課へご連絡ください。
※土地の利用状況・現況地
目（宅地、畑、雑種地な
ど）が変わる場合や家屋の
用途変更・取り壊しなどが
ある場合も、同課へご連絡
ください。

※詳細は市ホームページを
ご覧ください。

お住まいの土地に「住宅用地の特例」が
適用されているかご確認ください

（固定資産税・都市計画税）
固定資産税課☎366－7323

市ホームページ

宅地

住宅用地

宅地 住宅用地
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11月11日㈮に、「介護の日」介護保険特集号を発行します。　問介護保険課☎366－7370

　松戸市の子育てを支える「まつドリ子育て応援
隊」を育成するための講座を開催します。

地域の子育てを支える市民サポーター養成講座地域の子育てを支える市民サポーター養成講座
まつドリ子育て応援隊 にになりませんかなりませんか 要申込

　市内での就職を考えている若者へ直接企業の魅力を発信できます。
日時令和5年1月29日㈰13時30分～16時30分　会場松戸商工会議所（松
戸駅下車） 募集企業数40社程度（抽選） ※コンサルタントによる採用 
相談を受けた企業優先。 対象求職者おおむね15歳～49歳　費用無料

共通  12月2日㈮までに、電話またはメールで㈱学情☎03－3593－
1512、 matsudo@gakujo.ne.jpへ

子子育育てて支支援援員員研研修修 要申込

　おやこD
で

E広場、子育て支援センター、放課後児童クラブ、小規模保育など
で働く「子育て支援員」を育成するための研修を開催します。
※ 修了後に、「松戸市子育て支援人材バンク」「ファミリー・サポート・セン

ター」に登録されます。

前期
基本研修令和5年2月1日㈬・2日㈭
専門共通研修令和5年2月7日㈫～10日㈮・14日㈫、
3月6日㈪

後期（次のいずれかのコースを選択）
放課後児童コース令和5年3月1日㈬・2日㈭・7日㈫
地域子育て支援コース令和5年2月21日㈫・22日㈬・28日㈫
地域保育コース令和5年2月16日㈭・21日㈫・22日㈬、3月2日㈭・3日㈮・
7日㈫　※日程は変更になる場合があります。
共通  
時間各10時～15時30分（開始・終了時間は日によって異なる場合があります）
会場聖徳大学　※一部別会場で実施。
対象以下の全ての条件を満たす人
◦市内在住で全日程参加できる◦研修修了後に対象となる市内の各事業に
従事を希望する◦「松戸市子育て支援人材バンク」「ファミリー・サポー
ト・センター」の提供会員として登録できる
定員50人（書類選考あり） 費用2,000円 

11月30日㈬〔必着〕までに、市ホームページでダウンロード
できる応募申込書に必要事項を記入して、郵送またはFAXで
〒271－8588松戸市役所　子育て支援課 703－1005へ

子育て支援課☎366－7347

市ホームページ

「まつど合同企業説明会」「まつど合同企業説明会」
  参加企業募集参加企業募集 要申込

若者を採用したい企業向け

同時募集  コンサルタントによる採用相談（日時要相談）
　希望の企業にコンサルタントが訪問し、採用に関する課題の
ヒアリングを行います。
募集企業数10社程度　費用無料

「プロボノMATSUDO2022」 説明会 要申込
～プロボノって何？仕事や学業の経験を活かした地域貢献を考えよう～
　仕事や学業で培った豊富な経験やスキルを持ったボラン
ティア「プロボノワーカー」と、支援を受けたい地域団体を
マッチングする「プロボノMATSUDO2022」の説明会を開
催します。
日時11月5日㈯10時～11時30分　※Zoomでの参加が難しい
場合は、地域包括ケア推進課へご相談ください。
対象プロボノワーカー、支援を受けたい地域団体

申し込みフォームで　※説明会に参加せずに「プロボノ
MATSUDO2022」に申し込むこともできます。

 同課☎702－3652

Zoom開催

申し込みフォーム

　SNSを活用した情報発信やオンライン会議ツールの使
用方法などを丁寧に教える講師を希望の場所に派遣しま
す。基本から応用まで希望の内容に応じて教えます。
派遣期間令和5年3月末まで　
派遣条件以下の条件を満たす市民活動団体
◦利用までにまつど市民活動サポートセンターに登録している
◦会場を準備できるなど　
※1団体につき1回（2時間）まで利用可。
利用可能団体数10団体　費用無料
※詳細は市ホームページをご覧ください。 市ホームページ

市民活動を市民活動を
オンライン化オンライン化しませんかしませんか

市民自治課☎366－7318
①まちづくりキーパーソン養成講座2022～人が出会う場づくりについて学ぶ～
②�NPO・市民活動よろず講座「ホームページの作り方をイチから学んで実践
してみよう」

③�NPO・市民活動よろず相談室「オンライン会議・オンラインイベントの活
用方法」

日時①11月12日㈯13時30分～15時30分②11月25日㈮14時～16時30分③11月
29日㈫10時～12時　会場①②同センター③新松戸市民活動支援コーナー
講師①③同センター長②ペライチ認定サポーター · 京

きょう

本
も と

薫
かおる

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①30人②③15人  
持ち物②③Wi-Fiにつながるノートパソコン

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

まつど市民活動
サポートセンターの講座 要申込

　地域のさまざまなテーマについて関心の近い人たちとつながることができるイベントです。松戸の未来
について語り合い、新しい暮らしを生み出しませんか。
日時12月10日㈯12時30分～16時30分　会場同センター　内容プレゼンテーション大会、
ポスター展示、子ども向け体験コーナーなど　定員先着100人　

12月8日㈭までに、申し込みフォームで　※当日参加可（申し込み優先)。オンライン
でも一部視聴できます。

講演会「社会で子ども・子育てを育む」
日時12月3日㈯13時30分～15時30分
講師臨床心理士・武

た け

田
だ

信
の ぶ

子
こ

氏
定員先着40人　費用無料

11月27日㈰までに、申し込みフォームで

連続養成講座〔全3回〕
日時①12月19日㈪②令和5年1月16日㈪③1月30日㈪各10時～12時
内容◦今の子育て事情◦松戸の子育て支援の事例◦子育て世帯当事者
に寄り添うことができるコミュニケーション
講師市内で活動する子育て支援団体など　
※詳細は市ホームページをご覧ください。
定員先着30人　費用1,000円（資料代）

12月12日㈪までに、申し込みフォームで

共通
会場ゆうまつど
対象地域で子育てを支えることに興味がある人

 まつどでつながるプロジェクト運営協議会
　 info@m-tsunagaru.com

申し込みフォーム

市ホームページ

武田信子氏 申し込みフォーム

松戸を盛り上げるアイデアを
提案したいプレゼンター募集

　当日、プレゼンをして参加者とグループで話
し合いたい人を募集します（1人5分程度)。詳細
は同センターまでお問い合わせく
ださい。　
定員5人（応募多数の場合は選考）

11月15日㈫までに、申し込み
フォームで

松戸市子育て応援
マスコット「まつドリ」

講師を派遣

まつどみらい会議
申し込みフォーム

プレゼンター
申し込みフォーム

松戸を手づくりで面白く！まつどみらい会議
新しい暮らしスタイルを見つける一日 要申込

まつど市民活動サポートセンター☎365－5522、 hai_saposen@matsudo-sc.com
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日時12月9日㈮14時～16時
会場①市民劇場②常盤平市民センター③新松戸
市民センター④オンライン（Zoom）
講師日本アンガーマネジメント協会認定アンガー
マネジメントコンサルタント・斎

さ い

藤
と う

泰
や す

徳
の り

氏
定員各先着①150人②④80人③100人
費用無料
電話またはFAXで各高齢者いきいき安心センター（①明
第2西☎382－5707、 382－5727②常盤平☎330－
6150、 330－6260③新松戸☎346－2500、 346－
2514）へ④申し込みフォームで

　小学校入学までに出てくる保護者のいろいろな疑問や
不安を解消します。
日時①11月26日㈯10時～12時②12月4日㈰10時～
12時30分
会場市民会館　講師①元社会教育指導員・成瀨美重子氏
対象市内在住の来年度小学校入学を控えた子の保護者
定員各先着30人（抽選）　費用無料　
※�一時預かりあり（6カ月～小学2年生、先着14人、
11月18日㈮までに要申し込み）。
申し込みフォームで

問社会教育課☎367－7813

ちば電子申請サービス

申し込みフォーム

①講座　②先輩パパ・ママとの懇談会①講座　②先輩パパ・ママとの懇談会
小学校入学前家庭教育講座小学校入学前家庭教育講座 要申込

怒りと上手に付き合うためのアンガーマネジメント
～自分も大切な人も傷つけないコミュニケーション～

高齢者虐待防止講演会 高齢者虐待防止講演会 要申込
日時①11月28日㈪②12月5日㈪③12月12日㈪各14時～15時30分
会場文化ホール　内容①人権イントロダクション②LGBT③ハンセン病
講師①松戸市人権擁護委員・森めぐみ氏②ダイビーノン代表・飯

いい

田
だ

亮
あき

瑠
る

氏
③千葉県人権問題研修会支援事業担当講師・市

いち

川
かわ

正
まさ

廣
ひろ

氏
定員30人（抽選）�費用無料
11月10日㈭〔必着〕までに、往復はがきまたは申し込みフォームに

講座名・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
※�手話通訳・要翻訳筆記などの配慮が必要な人のみ、
FAXでも受け付けます（ 360－0945）。
※連名での申し込み不可。 申し込みフォーム

生涯学習講座〔全3回〕生涯学習講座〔全3回〕要申込

人権コトはじめ～知ることからはじめよう～人権コトはじめ～知ることからはじめよう～

　現在通学している人は、引き続き今の小学校に通えます。通学している小
学校から学区変更後の小学校へ転校したい場合は、同課へご連絡ください。

令和5年4月1日に入学する人から  
小学校の学区 小学校の学区 がが一部変更されます一部変更されます

学務課☎366－7457

住所地 小学校（変更前→変更後）
小山744番地 柿ノ木台小学校�→�矢切小学校
日暮4丁目15番地の3～33 稔台小学校　　�→�河原塚小学校
新松戸3丁目1番地の1 新松戸西小学校�→�馬橋北小学校

日程 会場 定員（先着）
11/11㈮ 明市民センター 8組
12㈯ ひがまつテラス（地域館内） 6組
15㈫ 小金原市民センター 8組
16㈬ ひがまつテラス（地域館内） 6組
18㈮ 五香市民センター 8組
22㈫ 小金市民センター（分館内） 3組
24㈭ ひがまつテラス（地域館内） 6組
25㈮ 新松戸市民センター 8組

日時 会場（駐車場はありません） 定員（先着） 電話
①11/8㈫ 10:00～10:30 河原塚第一町会公民館 ��6組 391－6581

②　�18㈮ 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

③　�23㈷ 10:30～11:00 ほっとるーむ新松戸 ��8組 375－8737
④　�24㈭ 10:30～11:00 矢切公民館 ��6組 368－1214

⑤　�25㈮

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

親子で楽しむ！おはなし会親子で楽しむ！おはなし会

時間各15時30分～16時（11月12日㈯のみ11時～11時
30分）�対象幼児～小学生とその保護者 対象0～3歳程度の子どもとその保護者　 電話で各会場へ（④⑤は申し込み不要）

　動物画家・薮内正幸氏の絵本製作の裏側や、その人となりを学びます。
日時12月11日㈰13時30分～15時　会場市民会館　講師薮内正幸美術館館長・藪内竜太氏　定員先着70人
※一時預かりあり（1歳6カ月～小学2年生、先着5人、11月27日㈰までに、電話で市立図書館☎365－5115へ）。
12月10日㈯までに、ちば電子申請サービスへ

みんなのおはなし会 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

子ども読書推進センター☎331－0077

児童文学講座「好きこそものの上手なれ ～動物画家　薮
や ぶ

内
う ち

正
ま さ

幸
ゆ き

について～」要申込

12月4日㈰～10日㈯12月4日㈰～10日㈯はは人権週間人権週間ですです

配信期間12月2日㈮～令和5年1月20日㈮
講師明治学院大学国際学部教授・
ドリアン助

す け

川
が わ

氏　費用無料
1月15日㈰までに、ちば電子申請サービスで
行政経営課☎366－7311

人権講演会 要申込
私たちはなぜ生まれてきたのか？小説『あん』で
ハンセン病回復者の人生を描いた意味

オンライン
配信あり

　困りごとや心配ごと、子どものいじめ問題などで悩みがあるときは、
遠慮なくご相談ください。相談は無料で、秘密は堅く守られます。

◦千葉地方法務局松戸支局☎363－6278
◦全国共通人権相談ダイヤル☎0570－003－110
◦女性の人権ホットライン☎0570－070－810
◦子どもの人権110番 0120－007－110

相
談
先

あなたの人権は守られていますか
他人の人権を侵していませんかご相談ください

　性自認や性的指向にとらわれず、互いを人生のパートナーとして対
等な立場で共同生活を送る2人の宣誓により、市が宣誓証明書や証明
カードを交付します。
　市では令和2年11月から制度を開始し、令和4年10月
1日までに、累計35組の人たちが宣誓を行いました。
※詳細は市ホームページをご覧ください。 市ホームページ

～多様性を認め合う地域社会の実現を目指して～

松戸市松戸市
パートナーシップ宣誓制度パートナーシップ宣誓制度

行政経営課☎366－7311

人権を学ぼう

申し込みフォーム

ドリアン
助川氏

ちば電子申請
サービス

YouTube
開催



お知らせ
11/14㈪17時～11/15㈫10時は消防
訓練のため市役所新館側駐車場を利
用できません
財産活用課☎366－7316

今年度の松戸市総合防災訓練は見学
できません

　訓練を検討中の町会・自治会は、コロナ
禍の状況を踏まえて開催の可否を判断し
てください 危機管理課☎366－7309

短期会計年度任用職員募集
採用期間R5/1/16～3/31またはR5/3/
22～31勤務日数週4日勤務時間 9時30分
～15時15分 勤務場所市民税課内資料
チェックなど時給1,000円（交通費別途)
申電話で同課☎366－7322へ　※面談
あり（要履歴書）

中央保健福祉センター看護師（会計年
度任用職員）募集
勤務日数月6日程度勤務時間 9時～15時
45分（休憩45分)　※応相談内1歳6か
月児・3歳児健診未受診者の訪問・記録
など 時給1,468円（交通費別途）対市
内医療機関に勤務していない正看護師
申電話で子ども家庭相談課母子保健担
当室☎366－5180へ

年末調整等説明会の開催はありません
　年末調整の手順や必要な
各種申告書などは、国税庁
ホームページをご覧ください

松戸税務署☎363－1171

千葉県指定難病受給者証は有効期限
までに郵送で更新手続きを

　有効期限が今年12/31までの人へ
5月末に「受給者証更新手続きのお知
らせ」を送付しています　※保健所窓
口では更新の受け付けは行いません
松戸保健所（松戸健康福祉センター）
地域保健課☎361－2138

千葉県生涯大学校学生募集
対県内在住の60歳以上 申11/8㈫～
12/27㈫の間に、市高齢者支援課、県
高齢者福祉課、県内各生涯大学校、県
ホームページで配布する願書を郵送で
〒260－0801千葉市中央
区仁戸名町666の2　千葉
県生涯大学校事務局（☎
043－266－4705）へ

11月の松戸競輪開催日程
場外開催1㈫京王閣記念（GⅢ）、1㈫～2
㈬福井（FⅠ）、2㈬～4㈮小田原（FⅠ）、3
㈷～6㈰防府記念（GⅢ）、10㈭～12㈯
高松（FⅠ）、10㈭～13㈰四日市記念（G
Ⅲナイター）、12㈯～13㈰静岡（FⅠ）、
17㈭～20㈰富山（施設整備 GⅢ）、22
㈫～24㈭取手（FⅠ）・福井（FⅠ）、22㈫
～27㈰小倉（競輪祭 GⅠナイター）、25
㈮～27㈰小田原（FⅠ）・和歌山（FⅠ） 公
営競技事務所☎362－2181 

講座・講演・催し
(公社)松戸市シルバー人材センター
入会説明会
日①11/10㈭②11/21㈪各10時から会
①馬橋市民センター②すぐや
る馬橋対市内在住の60歳以
上定先着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

①ストレッチヨガ②さわやかヨガ教室
日11月の①㈫10時～10時50分（8㈫除
く）または㈬11時～11時50分（16㈬
除く）②3㈷・17㈭・24㈭各10時～10
時50分会東部市民センター定各回先着
18人 各回500円対16歳以上申電話
で同センター☎391－3701へ

粗大ごみリユース市
日11/6～20の㈰10時～15時会リサイ
クルセンター再生家具室内障害者就労
施設で清掃・補修したリユース品の販
売 廃棄物対策課☎704－2010

福祉医療センター跡地活用住民説明会
日11/6㈰10時30分、14時から会梨香
台小学校定各先着100人程度 病院政
策課☎712－2605

日越外交樹立50周年合作絵本『トモダ
チ』の読み聞かせ
日11/6㈰11時～12時、13時30分～14時
30分会テラスモール松戸3階コミュニ
ティールーム内読み聞かせ、ぬりえ、
クイズのワークショップ定各先着10組
20人 国際推進課☎710－2725

ふれあい教室「朗読をきくかい」
日11/9㈬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

やっぱり福祉！まるごとフェスタ2022
(介護職面接・相談会）
日11/11㈮10時30分～12時、13時30
分～15時30分会アートスポットまつど
（キテミテマツド9階）出展企業10社
定各先着60人申電話または直接ハロー
ワーク松戸人材サービスコーナー☎
367－8609（41#）へ　※当日参加可

常盤平老人福祉センター文化祭
日11/12㈯9時～16時、11/13㈰9時～
15時30分内書道、染色、陶芸、俳句の
展示 同センター☎382－5125

子ども向けプログラミング教室「コー
ダー道場まつど」
日11/12㈯13時30分～15時30分会松
戸観光案内所（松戸駅下車）対マウス
操作ができる小学生（要保護者同伴）

ノートパソコン（貸し
出しあり）定先着8人申
C
コ ー ド

ode f
フォー

or M
マ ツ ド

atsudoホー
ムページで にぎわい創
造課☎366－7327

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
11/15㈫10時～10時30分〔雨天中止〕
会いちご公園（二十世紀が丘萩町38)、
八光台公園（八ケ崎1の42）定各先着
100人 市民安全課☎366－7285

介護支援ボランティア登録説明会
　市内にある高齢者・障害者施設、
放課後児童クラブなどでボランティ
ア活動を行う高齢者を募集します日①
11/15㈫②12/13㈫③R5/1/13㈮各
13時30分～14時30分会各市民セン
ター（①常盤平③五香）②(社福)松戸
市社会福祉協議会対市内在住の65歳
以上 筆記用 具 申各開催日前日まで
に、電話で同協議会ボランティアセン
ター☎362－5963へ

ハーブ講習会「ハーブのある楽しい
暮らし」
日11/15㈫13時30分～15時〔雨天決
行〕会金ケ作育

いくびょうほ

苗圃講ハーブ研究家・
桐原春子氏定先着40人申電話で(公財)
松戸みどりと花の基金☎710－2851へ

シティー・ミニコンサート「マリンバ・
パーカションコンサート～リズムに
乗って元気になろう～」
日11/16㈬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
シンコペーテッド・クロック（ルロイ・アン
ダーソン)、バレエ音楽「ガイーヌ」より
『剣の舞』（アラム・ハチャトゥリアン）
他演奏者今井万里子・松田美喜（マリン
バ）定80人（抽選)　※一時預かりあり
（6カ月～未就学児、定員あり、ちば電子
申請サービスで要申し込み）申11/7㈪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11/ 
8㈫から電話で受け付け

野鳥観察会（江戸川主
もんと
水）

日11/19㈯7時50分松戸駅東口デッキ
上集合、11時30分頃現地解散〔雨天時
は集合場所で開催可否を決定〕 筆記
用具、観察用具など 100円（別途交
通費）申当日集合場所で (公財)松戸
みどりと花の基金☎710－2851

世界を知ろう！世界の人とふれあおう！
(①英語②中国語③韓国語）
日11/19㈯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 
内ネイティブスピーカーと会話を楽しむ 
定①15人②③各5人（いずれも抽選）

各500円〔(公財)松戸市
国際交流協会会員無料〕申
11/10㈭までに、申し込み
フォームで 同協会☎711
－9511

里親制度説明会
日11/19㈯13時～15時会さわやかちば
県民プラザ（柏市）申申し込
みフォームで 子ども家庭サ
ポートセンターちば「オレンジ
会」☎0470－28－4288

国際交流バスツアー@山梨
日11/23㈷9時45分市民劇場前集合、
21時解散予定 コース富士河口湖紅葉ま
つり、さがみ湖イルミリオン、昼食（ほ
うとう）定27人（抽選） 10,000円
〔(公財)松戸市国際交流協
会会員7,000円、バス代・
昼食代など含む〕申11/13
㈰までに、申し込みフォー
ムで 同協会☎711－9511

ビジまど開設記念セミナー「9割の経
営者を救う！板橋モデル」
日11/28㈪14時～16時会松戸商工会議
所（松戸駅下車）講板橋区立企業活性
化センター長・中嶋修氏内コロナ後の中
小企業と金融機関はどうあるべきか熱く
語る申申し込みフォームま
たはFAXで松戸ビジネスサ
ポートセンター「ビジまど」

308－5015（☎710－
3530）へ

中高年英語教室「とっさの一言！やさ
しい単語で英会話」（初級）〔全9回〕
日11/25～R5/2/3の㈮10時15分～11
時45分（12/30㈮、1/6㈮を除く）会
市民劇場他対50歳以上定先着15人
9,900円（別途教材費）申11/9㈬〔必
着〕までに、はがきに住所・氏名・年
齢・電話番号・講座名を記入して、
〒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

協働父と子のお菓子づくり体験教室
～モンブラン（卵不使用）～
日11/27㈰9時30分～12時30分会市
民会館内①お菓子づくり体験教室（お
菓子は持ち帰り）②子育てや家庭での
役割について考えるワークショップ講
①パティシエ・笠井智子氏②新松戸フ
ラっとパパ・横沼秀治氏対4歳以上の子
とその父親定先着10組 エプロン、ハ
ンドタオル、布巾2枚申申
し込みフォームで メゾ
ン イザラおやつラボ*テ ナ
チュレル・笠井 izarra@
orion.ocn.ne.jp

会議
博物館協議会
日11/6㈰10時から会市立博物館実習
室 傍聴定員先着4人（当日9時30分～
50分の間に会場前で受け付け） 同館
☎384－8181

公設地方卸売市場運営審議会
日11/10㈭13時30分から会市役所新館
7階大会議室傍聴定員先着5人（当日13
時から会場前で受け付け） 消費生活
課☎366－7329

農業委員会総会
日11/11㈮15時から会市役所新館7階
大会議室 傍聴定員先着5人（当日14時
40分から会場前で受け付け） 農業委
員会事務局☎366－7387

【オンライン開催】子ども・子育て会議
日11/11㈮18時30分から傍聴会場市役
所新館8階会議室傍聴定員先着10人（当
日18時15分から会場前で受け付け、
要イヤホン） 子ども政策課☎704－
4007

【オンライン開催】庁舎整備検討委員会
日11/14㈪10時～12時傍聴会場市役所
新館5階市民サロン
※詳細は市ホームページ
で オフィス・サービス
創造課☎701－8611

教育委員会会議
日11/16㈬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　

水道事業運営審議会
日11/16㈬14時から会市役所新館5階
市民サロン傍聴定員先着5人（当日13時
45分から会場前で受け付け） 水道部
総務課☎341－0430

社会教育委員会議
日11/24㈭18時から 会文化ホール
傍聴定員先着5人（当日17時30分～50
分の間に会場前で受け付け） 社会教
育課☎367－7813

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　

国税庁
ホームページ

 市ホームページ

同団体
ホームページ

県ホームページ

申し込み
フォーム

申し込み
フォーム

ちば電子申請
サービス

申し込み
フォーム

申し込み
フォーム

申し込み
フォーム

申し込み
フォーム
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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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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。

　広大な自然の中で音楽や食事、子ども
向けの体験イベントを楽しめます。ゆっ
たりとした週末を過ごしませんか。
会場同広場千駄堀池のほとり、光と風の
広場、水とこかげの広場
内容◦野外演奏◦体験型ワークショップ
◦キッチンカー（各15～20店）◦物販
◦Eボート乗船体験など
※ラーメンイベントの開催はありません。
費用無料（有料コーナーあり）
野外演奏出演者（敬称略）
5日 �n

ン サ ワ

’sawa-s
サ 　 ラ 　 カ

araca�+�akio�watanabe、
岩船ひろき、レディオサイエンス

6日 松田栄作、u
ユ ー ヤ

uuuuuuU、斉藤慶

　同広場の各所で大学生などによ
るワークショップや作品展示など
を開催します。自然とアートの調
和をお楽しみください。
参加大学聖徳大学、東京藝術大学

　地元出身者アーティストなどによる演奏を行い
ます。紅葉で色づき始めた公園で、色とりどりの
音楽をお楽しみください。
会場同広場千駄堀池のほとり、光と風の広場、
水とこかげの広場
内容◦野外演奏◦キッチンカー（25店）◦ワーク
ショップ
野外演奏出演者（敬称略）S

ス マ イ リ ー

MILY�（オーストラリアの先住民族・アボリ
ジニの楽器「ディジュリドゥ」演奏者）、渡辺明

あ き

応
お

、C
ク ー ル

OOL�M
エ ム ビ ー

.B

まつどのMORIまつどのMORIでで秋を満喫秋を満喫！！
食欲食欲のの秋秋 音楽音楽のの秋秋 芸術芸術のの秋秋

松戸モリヒロフェスタ
～おいしい・たのしい・おしゃんてぃ～

まつど音楽フェスティバル
①11月5日㈯・6日㈰ 各10時～15時 ③11月12日㈯ 9時30分～16時

④11月13日㈰ 10時～15時

　さまざまな角度から「音楽のまち松戸」を
体験できるイベントです。森のホール21大
ホールでは、市内中高生や雅楽の第一人者・
東
ど う

儀
ぎ

秀
ひ で

樹
き

氏の演奏会を開催。当日はライブ配
信も実施します。詳細は同フェスティバル
ホームページをご覧ください。
会場同広場、森のホール21、市立博物館
内容◦ホールコンサート（松戸市中・高等学校各種音楽
コンクール受賞記念コンサート、東儀秀樹氏演奏＆ライ
ブトーク）◦野外演奏◦ワークショップ◦フリーピアノ
設置◦キッチンカー◦物販など　費用無料

M
マ　ツ　ド

ATSUDO F
フォ レ ス ト

OREST C
コ ン サ ー ト

ONCERT

同フェスティバル
ホームページ

松戸アートピクニック 2022
～ワンダフルワールド～

②11月5日㈯～18日㈮

戦争の悲惨さと平和の尊さについて考えよう

日時11月27日㈰13時～16時30分（12時30分開場）
会場市民劇場　定員先着200人　費用無料
※市の平和事業は平和基金を活用して実施しています。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

地球のステージMATSUDO 2022
　世界中で医療支援活動を続ける医師・桑山紀彦
氏が、紛争・災害・貧困の中で生きる人々の姿
を音楽と映像と語りで伝えます。

ピースセッション
　まつど国際文化大使と、市内中学生や小学
生とその保護者からなる平和大使が平和につ
いて考え、意見交換した成果を発表します。

平和大使長崎派遣・平和大使長崎派遣・
親子平和大使広島派遣報告会親子平和大使広島派遣報告会
　今年度の平和大使による活動報告を行います。

桑山紀彦氏

総務課☎366－7305

平和大使長崎派遣

平和の集い平和の集い平和の集い平和の集い平和の集い

　古くから街道の宿場や鉄道駅を中心に町が栄え、芸術・文化が花開いた常磐線
沿線の魅力を伝える、ポストカードサイズの絵画を募集します。素敵な作品のご
応募をお待ちしています！
※詳細は同協議会ホームページをご覧ください。
テーマ◦常磐線と風景◦常磐線沿線（上野～取手間）のスポット
作品規格通常はがきサイズ（100mm×140mm）程度の未発表の
オリジナル作品（描画素材は問いません）
出品点数1人3点まで
11月30日㈬〔消印有効〕までに、専用応募はがき（同協議会ホームページ参

照）または郵送はがきの表面に住所・氏名・生年月日・ペンネーム（任意）・連絡
先・作品タイトル（ふりがな）・コメントを記入して、〒302－8585取手市役所
文化芸術課「JOBANアートライン協議会　ポストカードアートコンテスト」係へ��
※受賞は賞品の発送（令和5年1月頃予定）をもってお知らせします。

�JOBANアートライン協議会（にぎわい創造課）☎366－7327

同協議会
ホームページ

市ホームページ

常磐線沿線の魅力を絵で伝えよう！常磐線沿線の魅力を絵で伝えよう！
ポストカードアートコンテストポストカードアートコンテスト作品募集作品募集

❶❷❹同広場管理事務所☎345－8900同広場管理事務所☎345－8900❸社会教育課☎367－7813（当日は☎070－2269－2610）社会教育課☎367－7813（当日は☎070－2269－2610）
21世紀の森と広場、森のホール21、市立博物館のある千駄堀エリアで、今年も秋を楽しめるイベントが開催されます。秋の週末を松戸で楽しみませんか。21世紀の森と広場、森のホール21、市立博物館のある千駄堀エリアで、今年も秋を楽しめるイベントが開催されます。秋の週末を松戸で楽しみませんか。

東儀秀樹氏



同音楽祭
ウェブサイト

松戸駅周辺15店舗で生演奏を実施します。

◆ 石川寛子（ヴァイオリン）◆ まつど響かせ隊〔小原裕樹（トランペット）・小原由起子（ピアノ）〕◆ 菅原智明（ギター）◆ 沖本彩（ヴァイオリン）・
黒木良太（トロンボーン）・笹田圭子（ピアノ）◆ 内藤雅子（フルート）・小川泰則（チェロ）・上野範子（ピアノ）◆ hapimomo（鍵盤ハーモニカ・チェロ）
◆ フルートアンサンブル青

ブルースリュー

’s龍（フルート）◆ フルートアンサンブルF
フ ィ オ ー レ

IORE〔阿部麻耶・石井美由紀・東貴美子（フルート）〕

アーカイブ配信出演者（敬称略）

街角に素敵な音楽が流れる「音楽の街・松戸」を目指して

松戸クリスマス音楽祭

飲食店での演奏会 要申込

主なコンサートホールなどでの演奏会

パンフレット配布場所　 アトレ松戸、プラーレ松戸、松戸観光案内所、同音楽祭参加店

キテミテマツド前プラザ広場
にぎわいフェスタ「SOUND CAFÉ」（広報まつど10月15日号掲載）
日時11月5日㈯11時～16時
トワイライトカフェ（広報まつど10月15日号掲載）
日時11月6日㈰14時～18時

11月5日㈯〜

12月25日㈰

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室

共通 定員各回先着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

投影日11月5日～27日の土・日曜、祝日（12日㈯・26日㈯の午前中を除く）

キッズ＆ジュニアアワー 月にはりついたカエル
時間10時30分、14時30分（各回20分）　内容星と星座にまつわる子ども向けのやさしい話

一般投影 天王星発見！ ～ハーシェルの見た宇宙～
　水・金・火・木・土星の5惑星は古代からよく知られていました。しかし、天
王星が発見されたのは1781年のこと。これをきっかけに、宇宙の姿が次第に明
らかになっていきます。今の天文学につながる発見の歴史とともに、当日の星
空をご紹介します。
時間11時30分（文字解説付き）、15時30分（各回40分）

11月の番組

12月3日～9日は障害者基本法に定められた「障害者週間」です

　市内の障害福祉施設で作製した商品を販売します。購入すると、景品が
当たる抽選券をもらえます。多くのブースを巡って買い物を楽しもう！

日時11月18日㈮・19日㈯各10時～15時〔雨天中止〕　会場松戸西口公園
参加団体市内障害者就労系事業所（23事業所）　
販売商品パン、お菓子（クッキー・煎餅・饅

まんじゅう

頭・ドーナツ）、豆腐、縫
製品（刺し子布巾・巾着など）、紙製品、陶芸品など
その他のイベントスタンプラリー、バルーンアート配布

障害福祉課☎366－7348、 366－7613 前回の様子

3年ぶりに開催！ ふれあいフェスティバルふれあいフェスティバル

同館☎368－1237

amigo松戸オフィス
通所者作成のロゴマーク

　新型コロナウイルス対策を十分にとった上で、松戸駅周辺の飲食店や神社、コンサートホールなどで
演奏会を開催します。昨年に引き続き、インターネットでのアーカイブ配信を行います。詳細は同音楽
祭のパンフレットまたはウェブサイトをご覧ください。

店名 ジャンル 日時
中国料理 天廣堂 中華 11/28㈪18:30
MONKEY HOUSE 洋食 11/29㈫19:00
トラットリアイルレガーロ イタリアン 12/ 1㈭18:30
軍次家 和食 12/ 3㈯18:30
Spread Rui カフェ・バー 12/ 4㈰18:00
MONKEY イタリアン 12/ 8㈭19:00

店名 ジャンル 日時
オステリア タナロ イタリアン 12/14㈬18:00
Gallery Cafe KOHAKU カフェ 12/16㈮16:00
ピーチーズ カフェ 12/16㈮15:00
Café de KAORI カフェ 12/17㈯17:30開場、

18:00開演
中国菜 戸

ド メ ー ヌ

芽主 中華 12/21㈬19:00

森のホール21
まつど音楽フェスティバル（6面参照）
日時11月12日㈯9時30分～16時
ウィーン弦楽合奏団 クリスマス／
アヴェ・マリア 要申込 有料
日時12月15日㈭13時15分開場、14
時開演（全席指定）　内容J.S.バッハ
（グノー）「アヴェ・マリア」他

同ホールチケットセンター☎384－3331

平潟神社
クリスマス・デュオコンサート
日時11月13日㈰14時から
出演者白神あき絵（チェロ）、
佐野雅子（キーボード）

市民劇場 要申込 有料
松戸市クリスマス・コンサート“2022” 
A
エ ン ジ ェ ル ズ

ngels T
ト リ オ

rio
日時11月20日㈰18時45
分開場、19時15分開演

松戸クラシック音楽を
楽しむ会・大谷☎090－
1805－2206
距離と感触
サクソフォンと筝

そ う

のコンサート
日時12月14日㈬18時30分開場、19時開演

森のホール21チケットセンター☎384
－3331
澤ファミリークリスマス・イブコンサート
日時12月24日㈯14時30分開場、15時開演

松戸クラシック音楽を楽しむ会・大谷
☎090－1805－2206

佐野雅子氏白神あき絵氏

Angels Trio

まつど国際文化大使まつど国際文化大使
派遣制度派遣制度をを

利用してみませんか利用してみませんか
（公財）松戸市国際交流協会☎711－9511、

　 office@miea.or.jp

第25期まつど国際文化大使

身近な国際交流を身近な国際交流を

街角に素敵な音楽が流れる「音楽の街・松戸」を目指して

松戸クリスマス音楽祭

戸定邸 戸定邸音楽紀行
－フルートと歌と弦楽器－

日時11月20日㈰13時、14時30分
出演者荒川洋（作曲・フルート）、
屋

や び く

比久潤
じゅん

（ヴァイオリン）、浅井久美子
（ヴィオラ）、三

み ま

間早
さ な え

苗（チェロ）、
鵜
う の き

木絵
え り

里（ナレーション・歌）

店名 ジャンル 日時
和 実花 和食 12/22㈭・24㈯

各18:30
ジャムカフェ

（申し込み不要） ダイニングバー 12/24㈯20:30、
21:30

和欧食堂CROPS1991 洋食 12/24㈯18:30
チーズエッグガーデン 洋食 12/25㈰14:30

松戸駅周辺商業協同組合
☎365－0100

　33人のまつど国際文化大使が、12の国と地域
の文化・生活・芸術などを紹介します。
　サークルや団体の活動に大使を呼んで、いろい
ろな国の文化と触れ合う楽しさを体感してみませ
んか。

　各大使の一覧や申し込み方法、派
遣費用などの詳細は同協会ホーム
ページをご覧ください。

同協会
ホームページ

ウィーン弦楽合奏団
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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。



　電話による119番通報が困難な人は、FAXやインターネッ
トでも通報できます。
　スマートフォン・携帯電話を利用する「NET119緊急通
報システム」は、利用に事前登録が必要です。随時、新規・
変更登録や説明などを消防局や市役所で受け付けています。
詳細は市ホームページをご覧ください。
FAXまたはEメールに住所、氏名、FAX番号またはメール

アドレス、希望登録日時、手話または要約筆記の要望の有無
を記入して、情報通信課 363－1140、 mcfdshirei@
city.matsudo.chiba.jp（☎363
－1111）または障害福祉課
362－8283、 mcshougai
h u k u s h i@c i t y .matsudo .
chiba.jp（☎366－7348）へ FAXによる

119番緊急通報
NET119

緊急通報システム

NET119緊急通報システム・
FAX通報の活用を

11月9日は119番の日

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。
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�環境政策課☎366－7089
11月11月ははエコドライブ推進月間エコドライブ推進月間

クリーンエネルギー自動車でクリーンエネルギー自動車で
エコエコな運転をな運転を
●クリーンエネルギー自動車購入者への補助金
　市では、走行時に温室効果ガスを排出しな
い電気自動車や燃料電池自動車を導入した際
の費用の一部を助成します。

●電気自動車用充電設備設置事業者への補助金
　市内の商業施設などに、一般利用できる電
気自動車用充電設備を設置した事業者には、
費用の一部を助成します。

Q1 電気自動車をどのように活用していますか
A1 訪問診療の際に使用しています。V2Hも
購入し、非常用電源としても活用してい
ます。

Q2 電気自動車を購入して良かったことは
何ですか

A2 走行時にとても静かなところです。充電設備も設置したことで、
ガソリン車のように給油に行く必要がないところも魅力です。

Q3 購入を検討している方へ一言
A3 電気自動車は環境にやさしいだけでなく、防災面でも活躍しま
すので、おすすめです。

電気自動車に企業広告を掲載しませんか
　市が公用車として導入している電気自動車に掲
載する企業広告を募集中です。詳細は市ホーム
ページをご覧ください。
規格縦16センチ×横65センチ　広告料年額5万円 市ホームページ

　エコドライブとは、燃料消費量やCO2排出量を減らし、地球温暖化防止につなげ
る運転のことです。燃料消費量が少ない運転は、同乗者が安心できる安全な運転で
もあります。安全で環境にやさしい運転を心がけましょう。

電気自動車を購入した事業者へインタビュー電気自動車を購入した事業者へインタビュー

（医）実幸会 いらはら診療所（医）実幸会 いらはら診療所

　オンラインで食育を学べます。ぜひ親子でご参加ください。参加方
法など詳細は申し込み後にご案内します。
日時11月26日㈯10時～12時30分
内容●食育絵本の読み聞かせ●リモート農場見学●オンライン親子料理
教室「ロールパンのクリスマスリース」「長ねぎとかぶの豆乳スープ」
●食育クイズ　※詳細は市ホームページをご覧ください。　対象市内
在住の小学生とその保護者　定員先着30組　費用無料
11月13日㈰〔必着〕までに、FAXまたはEメールに住

所・電話番号・メールアドレス・子の氏名（ふりが
な）・学年を記入して、健康福祉政策課 704－0251、
mckenhuku@city.matsudo.chiba.jpへ

健康福祉政策課☎704－0055

松戸食育まつりオンライン松戸食育まつりオンライン要申込

松戸市食育シンボルキャラクター
「ぱくちゃん」のSNSができました！
　ツイッターとインスタグラ
ムで食に関するいろいろな情
報を発信していきます。ぜひ
フォローをお願いします。

レシピの配布や食育に関する展示を行います
日時11月1日㈫～8日㈫各8時30分～17時（平日のみ）
会場市役所1階連絡通路

ぱくちゃん

11月は11月はちばの食育月間ちばの食育月間
Zoom開催

松戸健康福祉センター（松戸保健所）☎361－2139

　人が犬にかまれる事故が、令和3年度に県内で182件発生しました。事故
を起こさないようなしつけ・飼い方をすることが重要です。次のことに注意
して、動物による事故や迷惑を防止しましょう。

●飼い犬が人をかんだ時は保健所へ届け出て、狂犬病の疑いがないかどうか
検診を受けなければなりません

●犬の放し飼いは県条例で禁止されています
●散歩は犬を制御できる人が、短い引き綱で
●自宅では来訪者に届かない場所で飼い、門や玄関から飛び出さないように注意を
●犬の登録と年1回の狂犬病予防接種は飼い主の義務です
●91日齢以上の犬・猫を合計10頭以上飼う場合は、保健所への届出が必要です
●ペットがいなくなったらすぐ探し、保健所・警察・動物愛護センターに届け出を
●迷子札やマイクロチップなどで保護された際に飼い主が分かるようにしま
しょう

●動物は責任をもって最後まで面倒をみましょう

　定期的に「犬の飼い方・しつけ方教室」を開催しています。また、動物
愛護やしつけ方、動物由来感染症などについて説明するため、学校や地域
の勉強会に講師を派遣しています。飼えなくなった場合は、飼い主探しを
お手伝いします。
県動物愛護センター☎0476－93－5711
同センター東葛飾支所☎04－7191－0050

動物愛護センターをご利用ください

Instagram

犬犬はは適切適切にに飼いましょう飼いましょう
11月は動物による危害防止対策強化月間

　令和3年中の火災件数は115件で、そのうち約7割が建物火災です。
空気が乾燥し、暖房器具の使用が増えるなど、火災が発生しやすい季節
を迎えます。地域や家庭で火災予防に努めましょう。

4つの習慣
●寝たばこは絶対にしない、させ
ない

●ストーブの周りに燃えやすいも
のを置かない

●こんろを使うときは火のそばを
離れない

●コンセントはほこりを清掃し、
不必要なプラグは抜く

予防課☎363－1114

11月9日㈬～15日㈫は秋の火災予防運動
お出かけは マスク戸締り 火の用心お出かけは マスク戸締り 火の用心

聴覚や言語に障害がある人は聴覚や言語に障害がある人は
令和4年度
全国統一
防火標語

住宅防火 いのちを守る1010 のポイント

全国消防イメージ
キャラクター・消太

6つの火災対策
●ストーブやこんろなどは安全装置の付いた機器
を使用する●住宅用火災警報器を定期的に点検
し、10年を目安に交換する●部屋を整理整頓し、寝
具・衣類・カーテンは防炎品を使用する●消火器な
どを設置し、使い方を確認しておく●お年寄りや身
体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確
保し、備えておく●防火防災訓練への参加、戸別訪
問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

エコドライブ10のすすめエコドライブ10のすすめ
1. 自分の燃費を把握しよう
2. ふんわりアクセル「eスター
ト」

3. 車間距離にゆとりをもって、
加速・減速の少ない運転

4. 減速時は早めにアクセルを離
そう

5. エアコンの使用は適切に
6. ムダなアイドリングはやめ
よう

7. 渋滞を避け、余裕をもって
出発しよう

8. タイヤの空気圧から始める
点検・整備

9. 不要な荷物はおろそう
10. 走行の妨げとなる駐車はやめ
よう

詳細は市ホームページをご覧ください

電気自動車用充電設備
設置費補助金

電気自動車・燃料電池自動車
の導入に関する補助金

Twitter

市ホームページ

同診療所事務長
浅沼裕子氏



オレンジリボン・パープルリボンキャンペーン
オレンジリボンには子どもへの虐待防止、パープルリボンには女性への暴力根絶のメッセージが込められています。

期間11月21日㈪～25日㈮　会場市役所本館1階連絡通路　内容パネル掲示、相談カードの配布など

厚生労働省
ホームページ

女性に対する暴力をなくす
運動期間
　配偶者やパートナーなどからの暴言や暴力、生活
費を渡してくれないことなどで悩んでいませんか。
　コロナ禍による生活不安などから、DVの増加・
深刻化が懸念されています。「自分さえ我慢すれば
いい」「恥ずかしい」と1人で悩まず、気軽に相談し
てください。

●子ども家庭相談課（婦人相談）☎366－3955
●千葉県松戸健康福祉センター（松戸保健所）☎361－6651
●千葉県女性サポートセンター☎043－206－8002
●DV相談ナビ☎＃8

は れ れ ば

008
●DV相談＋

プラス

0120－2
つ な ぐ

79－8
は や く

89
※メール、チャットによる相談もできます。

DV（ドメスティック・バイオレンス）DV（ドメスティック・バイオレンス）はは重大な人権侵害重大な人権侵害ですです

平日
9時～17時

24時間
365日対応

DV相談+

体罰体罰によらないによらない子育て子育てをを
地域のみんなで推進しよう地域のみんなで推進しよう

体罰は法律で禁止されています
　しつけのためと思ってする行為でも、子どもの身体に何らかの苦痛を引き起こすことや不快感を意図的にもたらす行為
（罰）はどんなに軽いものであっても体罰となり、法律で禁止されています。
　子育てに悩んだとき、適切な支援につながるよう社会全体でサポートし、体罰によらない子育てによって子どもたちが健や
かに成長できる社会を作りましょう。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

問子ども家庭相談課☎366－3941

●子ども家庭相談課（家庭児童相談）☎366－3941
mckodomosoudan@city.matsudo.chiba.jp

●千葉県柏児童相談所☎04－7131－7175

●児童相談所虐待対応ダイヤル☎1
いちはやく

89
●児童相談所相談専用ダイヤル 0120－1

いちはやく

89－7
おなやみを

83
●子ども家庭110番☎043－252－1152

相談先相談先
子育ての不安なことや悩み、

「虐待かな？」と思うことがあったら
すぐに連絡してください。

子どもからの相談にも対応しています。

DVに関する連絡・相談先

平日9時～17時

　体罰のない社会を実現するためには、子育ての
「困った」に直面した時に、体罰以外の選択肢を複
数持つことが大切です。たたいたり怒鳴ったりしな
い子育てについて、一緒に考えませんか。
配信期間11月21日㈪～令和5年3月31日㈮
講師子育てアドバイザー・高

こ う そ

祖常
と き こ

子氏
費用無料
11月21日㈪から、ちば電子申請サービ

スで

子育て講演会

ちば電子申請
サービス

つらくない子育てを目指そう
～たたかない、どならないで子どもと接するには～

YouTube配信

11月は児童虐待防止推進月間

24時間365日対応

「もしかして？」 ためらわないで！☎︎１
い ち は や く

８９

このような行動は すべて「体罰」すべて「体罰」です
言葉で何回も注意したのに言うこと
を聞かないので、頬をたたいた

友達を殴ってケガをさせたので
同じように子どもを殴った

宿題をしなかったので
ご飯を与えなかった

いたずらをしたので
長時間正座をさせた

直接的・身体的な行為でなくても、子どもの心を傷つけることは
「子どもの権利侵害」であり「児童虐待」です
●子どもが見ている前で配偶者やその他の家族などに暴言や暴力をふるった
●「お前なんて生まれてこなければよかった」「きょうだいと比べてお前はダメな
子だ」などと言った

緊急時は迷わず
110番を！

日時11月18日㈮～24日㈭各8時30分～19時　※㈯㈰㈷は10時～17時。

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　全国一斉に人権擁護委員が相談に応じます。

女性の人権ホットライン☎︎0570－070－810

11月12日㈯～25日㈮は

子どもに対して否定的な感情になったときは
　ストレスの解消につながる自分なりの工夫をしてみましょう。
●深呼吸をして気持ちを落ち着ける
●ゆっくり5秒数える
●室外の風に当たって気分転換をするなど

要申込
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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）〕



☎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。

 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1㈭・第5㈫を
除く）

13:00〜17:00

交通事故相談 ㈪㈫㈭ 9:00〜17:00★
行政相談 第2・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） ㈬
(第4㈬を除く) 13:00〜17:00

税務相談（予約制） 第2・4㈮ 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）

本庁　☎363－6823 710－7198

ゆっくりプログラム（座ってできる体操教室)
11/11㈮10時〜11時 柿ノ木台公園体育館
65歳以上 先着20人 11/2㈬10時から、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）
①11/8㈫②11/15㈫各13時30分〜14時30
分③11/14㈪10時〜11時 ①まつど市民活動
サポートセンター②③矢切公民館 65歳以上
各先着25人 ①のみ上履き 11/1㈫9時から、
電話またはFAXで

新松戸　☎346－2500 346－2514

椅子を使ったヨガストレッチ 
11/18㈮ 新松戸市民センター 市内在住
の60歳以上 先着20人 11/4㈮から、電話
またはFAXで
ケアメンカフェ～介護の悩みを共有しよう～
11/19㈯13時30分〜15時 要問い合わせ
介護をしている・する予定がある男性 先着
10人 電話またはFAXで
リズムに合わせてフレイル予防 
11/21㈪14時〜15時30分
新松戸市民センター 60歳
以上 先着20人 11/7㈪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 
11/28㈪10時〜11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

あたまとカラダの健康体操教室〔全2回〕 
12/1㈭・19㈪各10時〜11時 馬橋市民セン
ター 脳トレ、体操 2日間参加できる65歳以
上 先着30人 電話またはFAXで
介護者のつどい　　
11/21㈪10時〜11時30分 馬橋市民センター
介護をしている・経験がある・興味がある人
先着15人 電話またはFAXで
エンディングノートについて　　
11/28㈪14時30分〜16時30分 馬橋市民セ
ンター 先着30人 電話またはFAXで

東部　☎330－8866 330－8867

認知症予防教室〔全3回〕 
11/15㈫・22㈫・29㈫各14時〜15時30分
東部スポーツパーク 認知症の理解・予防、自宅
でできる運動など 3日間参加できる人 先着
20人 電話またはFAXで
介護者のつどい
11/23㈷14時〜15時30分 同センター 介護
をしている・経験がある人（本人同伴可） 先着
10人 電話またはFAXで

馬橋　☎374－5533 374－5501 

介護予防体操教室 
①12/6㈫②12/13㈫各13時45分〜15時30分
①馬橋東②八ケ崎各市民センター 65歳以上
各先着①20人②25人 11/7㈪9時から、電話で

明第1　☎700－5881 700－5567

認知症サポーター養成講座 
11/10㈭14時〜15時30分 稔台市民センター
市内在住・在勤 先着30人 筆記用具 11/1㈫
10時から、電話またはFAXで
介護者のつどい
11/12㈯10時〜11時30分 勤労会館 家族
の介護をしている・経験がある人 先着8人
11/1㈫10時から、電話またはFAXで

小金　☎374－5221 349－0560

認知症サポーター養成講座＆
出張相談窓口 
12/5㈪14時〜15時45分 小金
北市民センター 先着30人 電話
または申し込みフォームで
認知症予防教室〔全3回〕 　
11/17㈭・28㈪・29㈫各14時〜16
時 小金北市民センター 3日間参
加できる市内在住の65歳以上 先
着30人 電話または申し込みフォー
ムで

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 …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）
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報まつどに掲載している内容などが変更または中止となる場合がありますのでご了承ください。



※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。

●グラウンド・ゴルフ教室
11/6㈰9時～12時　会場馬橋北小学校
問矢野☎090－3107－0348
●ファミリースポーツ教室
11/6㈰9時～12時　会場新松戸西小学校
問宮崎☎346－4327
●スポレク地域祭グラウンド・ゴルフ
（小金地区）
11/6㈰9時～13時30分　会場小金北小
学校（駐車場利用不可）　定員先着140人
問堀☎344－1735
●スポレク地域祭卓球大会（五香松飛
台地区）
11/13㈰9時～12時　会場松飛台第二小
学校　費用1人100円
問坂本☎090－4364－2397
●グラウンド・ゴルフ、軽スポーツ教室
11/19㈯9時～12時　会場稔台小学校
問髙橋☎363－3064
●軽スポーツ教室
11/26㈯9時～12時　会場寒風台小学校
問内田☎364－8920
●スポレク地域祭グラウンド・ゴルフ大
会（馬橋地区）
11/27㈰9時～12時　会場八ケ崎小学校
問倉澤☎347－5314

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/

◆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
◆バトンパスコンサート松戸公演vol.15
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「クラシカル・
サクソフォンの世界」 
11/18㈮19時　会場小ホール　費用全席
自由一般席3,000円、学生席2,000円　
※小学生以下保護者同伴無料
◆松戸市制施行80周年・森のホール21
開館30周年記念事業「旬のピアニスト×
名匠×新日本フィルがお届けする 森の
ホール21クラシックスVol.3」
R5/4/2㈰14時30分　会場大ホール　
費用全席指定S席6,500円、A席5,500
円、B席3,000円　※未就学児入場不可

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｡

◆歌謡スタジオ「歌
か れ ん

練」歌謡祭
11/18㈮10時20分
問同スタジオ☎394－2223

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）

◆松戸市文化祭①松戸舞踊連合会②マ
ジックフェスティバル③松戸市民謡連
盟大会④吟

ぎんえい

詠の集い⑤日本舞踊大会
①11/3㈷10時②11/6㈰13時③11/13㈰
9時30分④11/20㈰12時30分⑤11/23
㈷11時問①松戸舞踊連合会・小原☎090
－8684－6381②松戸奇術会・岩田☎388
－2783③松戸市民謡連盟・宮澤☎090－
3001－4030④松戸市吟詠連盟・小池☎
04－7182－2261⑤松戸芸能会・斉藤☎
387－1572、日本舞踊同好会・村山☎363
－9808
◆レーベンスルスト・フィルハーモニー
管弦楽団クリスマスコンサート
11/19㈯13時30分
問同管弦楽団・四ツ谷☎080－2157－
0428

◆映画「咲
え

む」上映会 ★
11/19㈯9時20分　費用全席自由（小・
中学生500円、高校生以上1,200円）
問原沢☎349－4278
◆音の宝石箱ピアノ発表会
11/20㈰13時
問同団体・吉川☎080－5079－6776
◆ピアノトリオの夕

ゆう

べ ★
11/20㈰18時30分　費用全席自由3,000円
問松戸クラシック音楽を楽しむ会☎090
－1805－2206
◆「夢ものがたり」歌謡祭
11/25㈮10時
問坂元☎090－3248－9829
◆クリスマス　コンサート ★
11/26㈯18時30分　費用全席自由1,000円
問笹田☎364－1424

●健康麻雀見学・体験会
日11月の㈪㈬㈭㈮各11時30分～17時
会飯島ビル３階（JR新八柱駅下車）対経
験者 申電話で健康麻雀サークルひまわり
の会・小

お が は ら

河原☎090－8585－4572（昼
間のみ）へ
●詩吟を楽しむ会
日11/3㈷・24㈭各13時～15時 会新松
戸市民センター持筆記用具申電話で輝

きりゅう

龍
会
かい

・紺野☎090－1425－0487へ
●健康体操教室
日11/3～24の㈭13時～14時30分会東
部スポーツパーク体育館 内ストレッチ、
リズム・脳トレ体操 対男性 費1回500円
申電話で東部健康体操クラブ・岸本☎
090－6925－8112へ
●社交ダンス体験会、ワルツ
日11/4～18の㈮19時～21時会馬橋市民
センター持ダンスシューズ 費各1,000円
申電話で金曜会社交ダンスクラブ・野口
☎364－3050へ
●歌謡体操（体と脳の活性）
日11/5㈯・12㈯各9時～10時会新松戸
市民センター 対60歳以上の女性定各先
着3人 費1回700円 申電話で歌謡体操・
小
こ せ き

関☎080－5718－2973へ
●初心者詩吟体験会
日①11/5～19の㈯②11/2㈬・16㈬③
11/4㈮・11㈮各10時～12時会各市民セ
ンター（①馬橋東②六実③五香）持筆記
用具申電話で新松戸馬橋吟道会・廣野☎
080－1087－1494へ
●合気道無料講習会（護身術基礎）
日11/5～26の㈯19時～20時30分会常
盤平体育館 対小学生以上定各先着5人申
電話で松戸合気道クラブ・佐々木☎090
－1431－0644へ
◆住宅リフォーム相談
日11/12㈯10時～16時会六実市民セン
ター問松戸住宅リフォーム相談員協議会
☎365－5252

◆エンジョイエスキーテニス見学・体験会
日11/7㈪・22㈫各13時～15時会まつ
ど市民活動サポートセンター申電話でま
つどエスキーテニスクラブ・石井☎090
－3876－4047へ
●家事家計講習会
日11/8㈫10時～11時30分会新松戸市民
センター持筆記用具、電卓 費400円 申
電話で松戸友の会事務所☎04－7173－
7626（午前のみ）へ
●健康カラオケ＆おしゃべり体験見学会
日①11/10㈭18時30分～20時30分②
11/24㈭13時30分～17時会市民会館内②
のみカラオケ申電話で実践話し方研究会・
田中☎090－4374－3931（昼間のみ）へ
●ゆいの花音楽会ファミリーコンサート
日11/12㈯14時～16時会スターツおお
たかの森ホール定先着300人 問電話で
まつどだっこんちぇると・小牧☎080－
3511－5364
●日本へ水耕稲作と養蚕技術を伝えた倭
人〔和人〕の来歴
日11/15㈫13時30分～16時30分会市
民会館 費1,000円 申電話で古代史研究
会松戸〔葛飾塾〕・櫛

く し だ

田☎070－6520－
2267へ
◆①遺言・相続の無料法律相談会②法廷
傍聴会
日①11/15㈫13時～16時（1人45分）
②12/7㈬13時30分会千葉県弁護士会松
戸支部（松戸駅下車）定各先着20人 申
①11/4㈮②11/21㈪各10時から、電話
で同支部☎366－6611へ（平日のみ）
◆①マンション管理個別相談会②セミナ
ー・交流会
日11/20㈰10時～16時 会市民劇場 内②
講演「給排水設備の保全と改修」対管理
組合、居住者など 定各先着①4組②20人
（1組2人まで）申11/18㈮までに、電話で
千葉県マンション管理士会事務局☎043－
244－9091（平日10時30分～15時）へ

◆ともしび読書会
日11/17㈭10時～12時会ゆうまつど 内
課題図書『旅をする木』星野道夫著 費
200円申電話で同会・熊☎361－5266
◆映画『咲

え
む～あんたの瞳、きらきらし

とる！～』上映会
日11/19㈯9時20分～11時20分会市民
劇場 定先着200人 費1,200円（小・中
学生500円）申FAXで松戸市ろうあ協会・
渡邉 392－2966へ
◆野菊野こども園①子育てセミナー～劇
団風の子「ソノヒカギリ美術館」～②潜
在保育士掘り起こしセミナー～パネルシ
アターの技術を磨く！～
日11/19㈯①10時～10時50分②13時
30分～15時30分会同園 内①参加型の
劇対①小学校低学年までの子とその保
護者②市内在住・在勤の保育士または保
育士を目指す学生など 定各先着①100
人②200人 申電話で同園・皆藤☎365－
8385へ
●松戸市パークゴルフ大会
日11/26㈯8時15分～13時会オスカー
パークゴルフ公園船橋コース内36ホール
ストロークプレー対10歳以上 費1,700円
（同公園会員1,600円）申電話で松戸市
パークゴルフ協会・桜井☎090－2409－
4671へ
助成松戸から美しい環境と命に優しい街
づくり！屋外猫（野良猫）繁殖抑制セミ
ナー！ご近所トラブルも解決！
日11/27㈰18時30分～20時30分会明
市民センター定先着10人 申電話で松戸
地域猫スタートサポート・川野☎080－
3405－8986へ
◆シニア・初中級者テニス教室
日12月～3月の㈬㈮9時～11時、13時～15
時、㈬11時～13時のいずれか会松戸テニ
ス倶

く ら ぶ

楽部（金ケ作）費11,000円申11/27㈰
までに、電話でシニアテニス世話人・原田
☎080－9983－7469へ

◆成年後見制度の個別相談会
日11/14㈪、12/12㈪各13時～15時会
勤労会館 申電話で認定NPO東葛市民後
見人の会松戸支部・上野☎090－6156
－0673へ
●初心者マジック教室〔全２回〕
日11/20㈰・27㈰各13時～16時会市民
会館 費2,000円 申電話で松戸奇術会・
岩田☎388－2783へ
◆パソコン初心者講習「基本操作と年賀
状づくり」
日12/31㈯までの希望日の各10時～12
時、13時～15時、15時～17時会NPO
快適IT空間・松戸教室（市民劇場向か
い）定各先着1人 費2,000円 申電話で同
NPO・石井☎703－7284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

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

13㈰ 14:30
18:30

GETUP！GETLIVE！（ゲラゲラ）
5th LIVE!!!!! ★

ゲラゲラ制作委員会インフォ
メーションデスク https://
information-desk.info/

26㈯ 17:00 ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会　2022 ★

サンライズプロモーション東京
☎0570－00－3377
（平日12時～15時）

27㈰ 17:30 RYO NISHIKIDO LIVE TOUR 2022
"Nocturnal" ★

ラウンド・アバウト☎03－6418
－7205（平日12時～16時）

小
ホ
ー
ル

8㈫ 13:00 懐かしの昭和歌謡コンサート 歌声サロンコンサート実行委員会
☎050－6868－2477

18㈮ 19:00
バトンパスコンサート松戸公演vol.15
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
｢クラシカル・サクソフォンの世界」

彦坂 hikorin270@gmail .
com

●稔台リズム体操同好会
日㈯9時25分～11時会稔台市民セン
ター内ストレッチ、ダンスなど 対女
性 費月2,500円 1,000円 問矢吹☎
364－9606
●松戸華道協会
日1月、5月、11月内文化祭出品、研修
会、市長室展示など 対教授者（有資格
者）費年5,000円 5,000円 問神崎
☎362－7793
●銀松会カラオケ同好会
日第2・4㈯10時～12時会市民会館
費月500円 1,000円 問草

くさなぎ

彅☎347
－7595
●フォト倶楽部さくら会
日月1回撮影会、年9回展示会会常盤平
市民センター他費半年5,000円問坂巻
☎388－6136（昼間のみ）
●松戸水彩会（野外水彩画写生）
日第1・3㈫10時～15時会市内各所持
水彩画道具一式 費年5,000円 問陸島
☎080－3504－2624

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。



平成27年から続く交流

未来のオリン
ピアンが市長を表敬訪問

観光梨園での研修報告

人口と世帯 〔2022（令和4）年10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 497,411  人 〔 △220 〕 男 246,839  人〔 △122〕
世帯 247,200  世帯〔 31〕 女 250,572  人〔 △98〕2022.11.1

（令和4年）

12

　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。

灯と

う

り

侑
浬
ち
ゃ
ん

湊み

な

と斗
ち
ゃ
ん

匠た

く

と音
ち
ゃ
ん

令和4年7月生
生まれてきてくれて本当にあり
がとう！みんなの愛情をたくさ
んもらって、灯侑浬らしく元気
に育ってね！

令和4年8月生
よく寝てよく食べて元気に
成長してね！

令和3年6月生
良く寝て、良く食べ、良く遊
び、悪

いたずら

戯もして元気に大きく
なりました！日々の成長が楽
しみです。

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

　小学1年生の南朝芽さんが行方不明になり、無事を
祈って探しましたが、大変悲しく心痛む帰宅となりまし
た。多くの情報をお寄せいただいた他、松戸市だけでな
く流山市や市川市の他、東京、埼玉、茨城など市外から
も多くのボランティアの方々が捜索や駅前・商業施設で
のチラシの配布をしてくださいました。朝芽さんのご冥
福をお祈りするとともに、ご協力いただいた皆様にお礼
を申し上げます。本当にありがとうございました。
　松戸市では10月24日より、市民の皆さんが市役所の
窓口に来ることなく24時間365日申請手続きができる
「松戸市オンライン申請システム」を稼働させました。
市・県民税の申告書提出手続きができることや事前の利
用者登録により、申請履歴の確認や必要とする手続きの
お知らせを受け取ることができる「マイページ機能」、
また、ご自身に合った手続きのみを検索することができ
るオンラインシステムの導入は県内初となります。当面
は、市・県民税の申告書の提出や放課後児童クラブの利
用申し込みなど50以上の手続きを開始し、将来的には
約2,000ある市役所の申請手続きを全てオンライン化
し、場所や時間の制約を無くし、誰もが、いつでもどこ
でも簡単に申請手続きができる「バーチャル市役所」の
構築に取り組んでいきます。
　本日から「子育て情報」を集約した「松戸市LINE公式
アカウント」を開設しました。子育てに必要な支援や新し
い制度、イベントなどの情報を分かりやすくタイムリーに
配信していきます。利用者の現在地や選んだ地域から近く
のおやこDE広場や保育所などの子育て関連施設が検索で
きる他、お子さんの年齢や住んでいる地域、配信を希望す
る情報などを選択すると利用者の興味関心に合った情報が
自分から探しにいかなくてもLINEのトーク画面上に届く
機能も搭載しています。情報を受け取るにはスマホなどに
LINEアプリをインストールしていただき、市ホームペー
ジ内のQRコードを読み取り、友達追加することで利用で
きるようになります。全国でも最先端をいくシステムで
す。多くの方に利用していただければと思います。
　時速20㎞未満で公道を走行することができる低速電動
車「グリーンスローモビリティ（以下「グリスロ」）の運行が
河原塚地域・小金原地区で始まりました。今回運行を開
始した2地区では、運転手や駐車場の確保から走行ルー
ト、運行時間など全て地域互助で実施し、料金も無料で
乗車できる全国でも初めての取り組みです。グリスロは、
地域の皆さんの外出する機会や会話をする機会を増やし、
高齢者だけでなく、子どもや障害者などあらゆる人たちが
繋がる地域のコミュニケーションツールとして活用される
ことを期待しています。

地域互助での運行は全国初

134 子ども政策課
☎704－4007

　子育てに役立つ情報を発信する「松戸市子育て情報LINE公式ア
カウント」を11月1日㈫13時（予定）にリリースします。
　配信を希望する項目（イベント、保育所、幼稚園など）や地区
を登録すると、自分に合った情報を受け取ることができます。トー
ク画面のリッチメニューからは、下記などの情報へ素早くアクセス
できます。
●子育て関連の各種手当・助成、電子申請
●相談窓口・子育て情報検索　●「まつどDE子育てLINE」の登録
●現在地からの子育て関連施設検索
●松戸市総合案内（AIチャットボット）他
　LINEの友だちに追加すると登録が完
了します。詳細は市ホームページをご
覧ください。 LINE

友だち追加
市ホームページ

　7月に開催された第39回全国少年少女レスリング選
手権大会に出場し、姉の埜愛さんは5年生33kg級で
優勝、妹の玲衣さんは4年生33kg級で準優勝という姉
妹で輝かしい成績を残しました。埜愛さんの憧れの選手
は同じ松戸市出身の金メダリスト須﨑優衣選手、玲衣
さんは吉田沙保里さんが目標で、共にオリンピックで
金メダルを獲ることが夢と話してくれました。

　7月に開催された第8回全国中学生フェンシング選
手権大会フルーレの部に出場し、見事優勝しました。
東京2020オリンピックの聖火ランナーも務めた田中
さんは、今度は選手としてオリンピックに出場し、金
メダルを獲りたいと意気込みを語ってくれました。田中拓進さん（右）

JICA
共同事業

梨がつな梨がつなぐぐ
松戸松戸ととドミニカドミニカ共和国共和国
　ドミニカ共和国から梨の栽培技術などを学びに来日
した研修生が、10月4日㈫に市長を訪問し、観光梨園
などで2週間の研修を受けた成果を報告しました。詳
細は市ホームページまたは同課インスタ
グラムをご覧ください。

同課インスタグラム

市ホームページ

開始

第8回全国中学生フェンシング選手権大会
フルーレの部優勝

第二中3年田
た な か

中拓
た く し ん

進さん

古ケ崎小5年吉
よ し だ

田埜
の あ

愛さん・4年玲
れ い

衣さん

第39回全国少年少女レスリング選手権大会優勝・準優勝

吉田埜愛さん（左）・玲衣さん（右）

国際推進課☎710－2725

松松戸戸市市子子育育てて情情報報
LINLINEE 公式公式アカウントアカウント

子育て
世帯向け
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