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ニュース
水曜日が休日の場合は翌開庁日発行

Weekly Matsudo News

P.１

まつどニュースは松戸市公式ホームページからダウンロードできます。市民の皆さん、事業者の皆さんも掲示・配布にご協力ください。

発行／松戸市 お問い合わせ TEL 047－366－7320
FAX 047－362－6162

イベントカレンダー 11/20（水）～11/27（水）

開催日 内容

11／20(水)

シティー・ミニコンサート～ハープで楽しむ癒しのメロディ～（12時15分～12時45分、市議会議場で。問：生涯学習推進課
☎047-367-7810）
健康教室（糖尿病）〔14時～15時、総合医療センター2階会議室で。問：同センター栄養管理室☎047-712-2511（内線
1091）〕

21(木)

22(金)

23(祝)
全国ねぎサミット2019inまつど（9時30分～15時30分、21世紀の森と広場で。問：同サミット実行委員会事務局☎047-
366-7328）
千葉県産酒フェア「千葉の寒酒」〔11時～17時、松戸観光案内所で。問：（一社）松戸市観光協会☎047-703-1100〕

24(日)

全国ねぎサミット2019inまつど（9時20分～15時30分、21世紀の森と広場で。問：同サミット実行委員会事務局☎047-
366-7328）
戸定邸1867コンサート（11時～11時40分、13時～13時40分、戸定邸表座敷棟で、要戸定邸入館料。問：戸定歴史館
☎047-362-2050）
千葉県産酒フェア「千葉の寒酒」〔11時～17時、松戸観光案内所で。問：（一社）松戸市観光協会☎047-703-1100〕

25(月)

26(火)

27(水)
福祉のしごと就職フェアinちば（13時～16時、ザ・クレストホテル柏で。問：（社福）千葉県社会福祉協議会千葉県福祉人材
センター☎043-222-1294）

全国の「ねぎ」が一堂に集結！記念すべき
10回目ねぎサミットが松戸市で開催されます。
22産地24種類のねぎを味わうことができる他、
「まつど大農業まつり」と「まつどパンまつり」
も同時開催します！おいしい秋を満喫しましょう。

問 全国ねぎサミット2019inまつど実行委員会事務局（農政課内）☎ 047-366-7328 ねぎサミット
公式サイト

時間 内容

9:20～9:50 太鼓演奏＆オープニング
10:05～10:45 ねぎ産地PR合戦
10:50～11:20 音楽演奏（松戸市消防音楽隊）
11:30～12:00 ヨサコイソーラン踊り
12:05～12:45 ねぎ産地PR合戦
12:50～13:00 夢パンコンテスト表彰式
13:10～13:40 ご当地ゆるキャラ大集合
13:45～14:25 ねぎ産地PR合戦
14:45～15:15 Negiccoライブ
15:15～15:30 エンディングセレモニー

11月24日（日）
9:30～10:00 オープニングセレモニー

10:05～10:45 ねぎ産地PR合戦
10:50～11:20 ご当地ゆるキャラ大集合
11:25～12:05 ねぎ産地PR合戦
12:15～12:45 音楽演奏
13:00～13:15 サミット宣言
13:15～13:30 農産物品評会 表彰式
13:45～14:25 ねぎ産地PR合戦
14:55～15:25 Negiccoライブ
15:25～15:30 エンディング

11月23日（祝）
全国ねぎサミット2019inまつど 応援大使「Negicco」と
松戸産農産物ブランドシンボルマーク「みのりちゃん」（左）

11月23日㈷・24日㈰ 、21世紀の森と広場で開催
ネギッコ〔タイムスケジュール〕



表は水曜日
朝 更新
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※受診する前に、必ず電話にて確認をしてください。
※当番医は都合により変更することがあります。 ※健康保険証を忘れずにお持ちください。

夜間・休日当番医など医療機関のご案内 問：地域医療課☎047-366-7771

１ 医科診療

①昼間（9時～17時）在宅当番医

診療日 曜日 主な診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

11/23 祝

内科・小児科 皆川医院 下矢切72 047-368-2341

内科 若葉ファミリー常盤平駅前内科クリニック
常盤平3-10-1セブンタウン常盤平
店３階 クリニックモール常盤平

047-316-2200

整形外科 上野整形外科 松戸2268-1 047-308-3338

11/24 日

内科・小児科 西川医院 上本郷405 047-368-0081

内科 米沢医院 五香南2-22-12 047-387-5550

眼科 さかえ町眼科 栄町2-106-2 047-330-3331

②夜間（18時～23時）夜間小児急病センター ※外科系は待機病院へ

診療日 曜日 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

毎日 小児科（内科系） 夜間小児急病センター 千駄堀993-1 047-712-2513

③平日夜間（17時から翌朝9時）土曜・日曜・祝日（9時～翌朝9時）待機病院 ※小児科は18時～23時は②の夜間小児急病センターへ

診療日 曜日 内科系 小児科 外科系

11/20 水 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院

11/21 木 東葛クリニック病院 市立総合医療センター 五香病院

11/22 金 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院

11/23 祝 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 千葉西総合病院

11/24 日 新東京病院 千葉西総合病院 千葉西総合病院

11/25 月 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

11/26 火 新東京病院 市立総合医療センター 東葛クリニック病院

※待機病院の所在地・電話番号

医療機関名 所在地 電話番号

五香病院 五香8-40-1 047-311-5550

新東京病院 和名ケ谷1271 047-711-8700

新松戸中央総合病院 新松戸1-380 047-345-1111

千葉西総合病院 金ケ作107-1 047-384-8111

東葛クリニック病院 樋野口865-2 047-364-5121

市立総合医療センター 千駄堀993-1 047-712-2511

山本病院 小金きよしケ丘2-7-10 047-341-3191

２ 歯科診療

夜間（20時～23時）休日土曜日夜間歯科診療所

診療日 曜日 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

11/23 祝
歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ヶ花45-53衛生会館２F 047-365-3430

11/24 日

左記の待機病院等は、
テレフォンサービス
（☎047-366-0010）
やホームページで
案内をしています。
※かかりつけ医・薬局
をもちましょう。

ニュース

給食食材市有施設の空間放射線量

水道水（市営水道区域）

問い合わせ 担当部署 電話番号

市立保育所 保育課 366－7351 

市立小学校
・中学校

保健体育課 366－7459

公園 公園緑地課 366－7380

全般・測定
器貸出予約

環境政策課
放射能対策担当室

704－3994 

問い合わせ 担当部署 電話番号

農作物 農政課 366－7328

流通品 消費生活課 366－7329

平成29年度から令和元年9月までに実施した市
有施設の定期測定で、指標値を超えた地点はあ
りませんでした。

令和元年9月までの市立小中学校・保育所給食食
材の放射性物質検査において、放射性物質(セシ
ウム134・137)は検出されませんでした。

問い合わせ 担当部署 電話番号

保育所給食 保育課 366－7351 

学校給食 保健体育課 366－7459

平成31年1月から令和元年9月の市内産農作
物・流通食品・飲料水の放射性物質検査にお
いて、放射性物質(セシウム134・137)は全
て基準値を下回っています。

問い合わせ 担当部署 電話番号

水道水 水道部 341－0430

その他問い合わせ先
問い合わせ 担当部署 電話番号

健康 健康推進課 366－7486

平成31年1月から令和元年9月の水道水の放射
性物質検査において、放射性物質（セシウム
134・137）は検出されませんでした。

市産農作物・流通食品

放射能関連情報
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