第４回

まつだマイスター検定
問題用紙

（午前 10 時 10 分開始 制限時間 60 分）

注意事項
１．解答はすべて解答用紙に記入してください。
２．誤って記入し、訂正する際は、あとが残らないようにプラスチック消しゴム
で消してから記入してください。
３．解答欄は、各問題につき、１つのみ解答してください。
４．全 50 問出題し、配点は１問につき２点です（１００点満点）。
５．問題に特段の指示がない場合、平成 30 年６月１日時点での考え方や事柄に
ついて解答してください。
６．検定開始前に問題用紙は開かないでください。また、携帯電話、スマートフ
ォン、PHS などの機器の電源は切るか、マナーモードにしてください。
７．問題文中、元号標記の後のカッコ内の数字は西暦を表します。
（例：平成 30 年（2018）における（2018）は西暦 2018 年を意味します。）
８．不正行為を疑わしめる行為は一切禁止とします。
９．問題内容に関する質問は受け付けません。
10．開始 15 分以降は、解答用紙を提出して退出することができます。
11．一度提出した解答用紙は、返却しません。
12．この問題用紙は、検定終了後に持ち帰ることができます。

平成 30 年６月 17 日(日)

松田町

〇次の問から正しいと思う番号を解答欄に記入してください。
【まちに関する問題 １５問】
問１
町は、人口減少対策として、子育て世帯や新婚世帯を主な対象とする賃貸住宅
を建設しています。平成 31 年２月に完成予定である、その賃貸住宅が建設され
る地区（自治会）はどこでしょうか。
① 中央

②中丸

③町屋

④中沢

正解は「③町屋」地区です。７階建て・28 戸の賃貸住宅になる予定です。
（広報
まつだ平成 29 年 11 月号）
問２
寄中学校には校訓が３つあります。
「豊かな理想をもとう」
「強い根性をもとう」
あと１つは何でしょうか。
① たくさん食べよう
う

②直ぐ実践しよう

③素直に聴こう

④よく考えよ

正解は「②直ぐ実践しよう」です。これら３つの校訓をもとに小規模校の良さを
生かした教育に取り組んでいます。（広報まつだ平成 26 年 11 月号）

問３
松田中学校では、充実した学校運営を展開することを目的に、４分野の学校支
援ボランティアの方に、ご協力をいただいています。
「環境ボランティア」
「学習
ボランティア」「図書ボランティア」と、もう１つは何でしょうか。
①
②
③
④

修繕ボランティア
英語ボランティア
送迎ボランティア
給食ボランティア

正解は「①修繕ボランティア」です。校舎内の不具合箇所の修繕などにご協力
いただいています。（広報まつだ平成 28 年 11 月号）

問４
平成 29 年度にリノベーションを行った町民文化センターには、スポーツクラ
イミングの専用壁があります。第２駐車場に設置されたリードウォールの最大
傾斜は何度でしょうか。
① 45 度

②90 度

③105 度 ④115 度

壁

ウォール

正解は「④115 度」です。上級者まで楽しんでいただける本格仕様です。（広
報まつだ平成 30 年 4 月号）

問５
広報まつだを多くの方に読んでいただくため、町では、毎月の広報を読むこと
ができる、民間の広報紙配信アプリケーションを使っています。そのアプリケー
ションの名前は何でしょうか。
① マチイロ

②みんなの広報紙

③マチ百景

④マイ広報紙

正解は「①マチイロ」です。若い方にも広報を読んでいただくために、導入し
ました。
（広報まつだ平成 28 年 9 月号）

問６
５月 20 日(日)、町役場駐車場がエイドステーション（休憩所）に指定され、
町内のボランティアの方々の尽力で、運営できた自転車のツーリング大会があ
りました。その大会の名前は何でしょうか？
①
②
③
④

ツールド丹沢
ツーリング in 丹沢
グランフォンド丹沢
バイシクル丹沢

正解は「③グランフォンド丹沢」です。当日は約 200 人の参加者が役場を訪れ、
ボランティアの皆さんに給水などの対応していただきました。
（広報まつだ平成
30 年 6 月号）

問７
町福祉課では、窓口での対応の際、聞こえに不安のある方を支援するために
「卓上会話支援機」を導入しました。その機械の名称は何でしょうか。
① ペッパー

②スワッグ

③タブレット

④コミューン

正解は「④コミューン」です。
小型スピーカーから、クリアな音声が
流れ、会話を聞き取りやすくします。
（広報まつだ平成 28 年 9 月号）

問８
わたなべもとのり

松田町ふるさと大使である、前・横浜高校硬式野球部監督の渡辺元智さんは、
監督時代、現在の球界を代表するような選手を多数指導されました。その選手の
名前を 1 人選んでください。
① 大谷翔平

②田中将大

③松坂大輔

④ダルビッシュ有

正解は「③松坂大輔」選手です。ほかには、涌井秀章選手や筒香嘉智選手も指
導されました。
（広報まつだ平成 28 年 12 月号）

問９
大規模災害の発生に備え、町では他の自治体や民間企業との間にいくつかの
応援協定を結んでいます。平成 28 年 10 月には、ある施設に対して、災害発生
時に乳幼児とその家族を受け入れる福祉避難所として協力していただく内容の

協定を締結しました。その施設はどこでしょうか。
①
②
③
④

県立足柄上病院
松田さくら保育園
ブルックス大井事業所
大井町総合体育館
正解は「②松田さくら保育園（社会福祉法人西さがみ福祉会）」です。
（広報ま

つだ平成 28 年 12 月号）
問１０
町健康福祉センター2 階の「未病の見える化コーナー」には、６種類の健康機
器があります。
「脳年齢計」
「血管年齢計」
「血圧計」
「骨健康度測定計」
「体組成
計」と、あと１つは何でしょうか。
① 肌年齢計
② デジタル歩数計
③ アルコールチェッカー
④ 血中酸素濃度計
正解は「①肌年齢計」です。肌年齢と肌健康度を測定することができます。
（広報まつだ平成 28 年 12 月号）

問１１
町健康福祉センター３階の「健楽の湯」にある、有料の健康機器は何でしょう
か。
①
②
③
④

日焼けマシン
視力回復トレーニング機器
首ストレッチャー
酸素カプセル

正解は「④酸素カプセル」です。疲労回復やストレス解消などに効果的です。
（広報まつだ平成 28 年 12 月号）

問１２
東日本大震災を忘れないために、岩手県陸前高田市では平成 23 年に、津波の
到達ラインを、３月 11 日に近い時期に咲く桜を植えてつなぐという、「桜ライ
ン 311」という活動を行いました。松田町もこれに協力し、町から 20 本の河津
桜を陸前高田市に移植しましたが、その桜は、もとは町内のどこにあったもので
しょうか。
① 松田町役場

②西平畑公園

③寄地区の中津川沿い

④やどりき水源林

正解は「③寄地区の中津川沿い」です。「桜ライン 311 実行委員会」に寄贈し、
当時の島村町長や議長のほか、寄さくらの会や町商工青年会の皆さんなど多く
の方が植樹作業に参加・ご協力いただきました。
（広報まつだ平成 23 年 12 月号）
問１３
「松田」という姓は今や全国にありますが、その発祥は松田町とされています。
平成 24 年に、旧姓は「松田瞳」の女優さんが町を訪れ、当時の町長と対談しま
した。その女優さんは誰でしょうか。
① 黒木瞳

②樹木希林

③加賀まりこ

④八千草薫

正解は「④八千草薫」さんです。対談は平成 25 年元旦号の広報に掲載されま
した。
（広報まつだ平成 25 年 1 月号）

問１４
町は平成 28 年に町内の水道水の成分分析を行い、その結果、２つのミネラル
成分が豊富であることが分かりました。１つは「サルフェート」、もう１つは何
でしょうか。
① ナトリウム

②バナジウム

③カルシウム

④カリウム

正解は、「②バナジウム」です。バナジウムは、血糖値を下げる働きがあり、
糖尿病治療に有効なのではないかと注目されている成分です。
（広報まつだ平成
29 年 2 月号）

問１５
寄の中津川を横断する新東名高速道路。計画では、中津川に２８０ｍの橋が架
かる予定となっています。さて、この新東名高速道路が開通するのは、いつの予
定でしょうか。
① 平成 31 年度

②平成 32 年度

③平成 33 年度 ④平成 34 年度

正解は「②平成 32 年度」です。中日本高速道路㈱が工事を行っています。
（広報
まつだ平成 26 年 10 月号）

【イベントに関する問題 10 問】
問１６
寄自然休養村若葉まつりにおいて、司会・進行を務めてくださる歌手の方で、
川崎市幸観光大使も務められている方はどなたでしょうか。
① ツートン青木

②北川大介

③川倉浩輔

④花川由香

正解は「④花川由香」さんです。楽しいトークをはさんだ進行と素晴らしい歌
声で、まつりを盛り上げてくださっています。（広報まつだ平成 28 年 5 月号）
問１７
旧松田町と寄村の合併 60 周年を記念して、寄地区の「虫沢焼酎芋の会」によ
り生産された芋を使って、町オリジナル芋焼酎が作られました。その焼酎の名前
は何でしょうか。
① まつだ乃華

②震旦郷（シダンゴ）

③春うらら

④まつだ乃夢

正解は「①まつだ乃華」です。豊かな香りとまろやかな飲み口が特長の飲みや
すい焼酎でした。（広報まつだ平成 27 年 7 月号）
問１８
毎年１０月に、町民誰もが参加することができるスポーツイベントが町体育
協会の主催により行われます。その名称は何でしょうか。

①
②
③
④

松田スポレク祭
チャレンジデー
クールチョイス
あったかフェスタ

正解は「①松田スポレク祭」です。町民の方なら誰でも参加することができる
スポーツイベントです。（広報まつだ平成 28 年 10 月号）
問１９
町の産業を町内外に広く PR する「まつだ産業まつり」は、毎年 11 月に JR
松田駅北口広場周辺で開催されます。その会場で姉妹町である千葉県横芝光町
が販売する商品は、長蛇の列ができるほどの人気です。それは何でしょうか。
① リンゴ

②ネギ

③大根

④ソーセージ

正解は「②ネギ」です。毎年楽しみにされる方が朝早くからお買い求めになり
ます。
（広報まつだ平成 28 年 11 月号）
問２０
川音川パークゴルフ場は、全９ホールで構成されています。さて、このパーク
ゴルフ場の１プレイの料金は１人いくらでしょうか。
① ５０円

②１００円

③１５０円

④２００円

正解は「①５０円」です。用具レンタル代は無料です。
問２１
平成 29 年に開催した第６回寄ロウバイまつりでは、小学生 21 人が、園内の
橋を飾るベニヤ板と、
「ある物」に絵を描き、園内に設置しました。それは何で
しょうか。
① ロウバイの幹

②トイレの外壁

③食堂の看板

④丸太椅子

正解は「④丸太椅子」です。子どもたちの絵で可愛い椅子に仕上がりました。
（広報まつだ平成 29 年 1 月号）

問２２
職員の接遇サービスを向上し、町民の皆さんに信頼される役場となるために、
町では平成 29 年に「松田町役場接遇宣言」を次のとおり行いました。●●に入
る言葉は何でしょうか。
「私たちは、みなさまと同じ目線で●●に対応します」
① 確実

②真摯

③誠実

④素直

正解は「③誠実」です。職員１人１人がこの言葉を強く意識し、接遇サービス
の向上に取り組んでいます。（広報まつだ平成 29 年 9 月号）
問２３
西平畑公園で開催する冬のイルミネーションイベント「松田きらきらフェス
タ」は、毎年 11 月末からクリスマスまで開催し、一度終了します。年明けに、
ある祝日に合わせて再点灯しますが、その祝日とはいつでしょうか。
① 元日

②成人の日

③建国記念の日

④敬老の日

正解は「②成人の日」に合わせて３日間限定で再点灯します。
（広報まつだ平
成 29 年 11 月号）
問２４
平成 29 年に、松田ブランド認定品の第１号となった町の特産品は何でしょう
か。
① ミカン

②こんにゃく

③奴さん最中

④サクラマスの燻製

正解は「④サクラマスの燻製」です。寄の清流で育てたサクラマスを、桜の木
のチップで燻製にした逸品です。（広報まつだ平成 29 年 10 月号）
問２５
平成 29 年７月に、夏休み特別企画として、南極観測隊員による「南極クラス」
が開催されました。この際、会場ではあることを体験できました。それは何でし
ょうか。

①
②
③
④

無重力体験
南極の氷の試食
南極のブリザードの疑似体験
南極基地の食事の試食

正解は「③南極のブリザードの疑似体験」です。南極観測隊員の方を講師とし
てお招きしました。（広報まつだ平成 29 年 7 月号）

【まちの制度に関する問題 １０問】
問２６
町では、今年度から、町内の全小中学生に対して、英語に興味を持ち、意欲を
高め、学力向上につながることを期待して、英語技能検定の受検料を補助するこ
ととしました。さて、その補助率はいくつでしょうか。
① 受検料の４分の１
② 受検料の３分の１
③ 受検料の２分の１
④ 受検料全額
正解は「④受検料全額」です。
（公財）日本英語検定協会が実施する「実用英
語技能検定」を対象としています。（広報まつだ平成 30 年 7 月号）
問２７
地域の活性化と新たな財源を確保するため、町の公共施設に対して企業から
「愛称」をつけてもらい、その対価として町に「命名権料」を支払っていただく
制度を平成 30 年度に導入しました。その制度名は何でしょうか。
①
②
③
④

地域密着制度
ネーミングライツ制度
ふるさとニックネーム制度
ご当地ネーム制度

正解は 「②ネーミングライツ制度」です。西平畑公園やハーブ館などを対象と
して募集しています。（広報まつだ平成 30 年 5 月号）

問２８
町では平成 28 年に電子母子手帳を導入しました。町で交付する母子健康手帳
と併用して使うもので、さまざまな機能がありますが、その機能を下から１つ選
んでください。
① 予防接種の予定の自動管理
② 父親の育児参加度チェック
③ 母親のストレスチェック
④ １週間の離乳食の献立作成
正解は「①予防接種の予定の自動管理」です。ほかには、発育グラフや子育て日
記なども記録できます。（広報まつだ平成 28 年 10 月号）
問２９
「決算審査」は、町の事務の執行が地方自治法などに基づいて適正に行われて
いるかどうかをチェックするために、年に１回７月に行われています。いったい
何人の監査委員によって行われているでしょうか。
① ２人

②５人

③12 人

④13 人

正解は「①２人」です。財務管理や行政運営に関し優れた識見を有する「識見監
査委員」と、議会から選ばれる「議会選出監査委員」の２人により行われます。
（広報まつだ平成 28 年 10 月号）
問３０
町では、災害への注意喚起や避難情報、不審者情報などを、携帯電話やスマー
トフォン、パソコンにメールで配信しています。登録すれば誰でも利用できるそ
の配信メールの名前は何でしょうか。
①
②
③
④

まつだ安心メール
防災メール まもるくん
あんしんメール
SORA くんメール

正解は「③あんしんメール」です。受信登録は携帯電話・スマートフォン・パ
ソコンから簡単に行えますのでぜひご利用ください（メール受信料とウェブ接

続料は自己負担です）。（広報まつだ平成 23 年 12 月号）

問３１
町のごみ減量対策の一環として、町では町民の方が「ある物」を購入した際に、
その購入費用の一部を助成しています。それは何でしょうか。
①電動式生ごみ分解機
② 折り畳み式ごみ出しカート

②カラスよけゴミネット
④分別ごみ箱

正解は「①電動式生ごみ分解機」です。ごみを堆肥などに分解することができ
るので、「ごみダイエット」に役立ちます。（広報まつだ平成 29 年 12 月号）
問３２
町が平成 29 年度に「男女共同参画プラン」と「女性活躍総合戦略」の２計画
を策定したことは、平成 30 年５月号の広報まつだでお知らせしました。その記
事中に、次のロゴマークを掲載しましたが、
に入る言葉は何でしょう
か。
①
②
③
④

フレ
カガ
ハナ
ユメ

アウ
ヤク
サク
アル

正解は「③ハナサク」マチです。ロゴの背景で舞っているのは、
「桜」の花び
らです。
（広報まつだ平成 30 年 5 月号）

問３３
町では平成 30 年４月に、町で２か所目となる子育て支援センターを松田さく

ら保育園内に開設しました。その名前は何でしょうか。
① すくすく

②すこやか

③ハッピー

④らくらく

正解は「②すこやか」です。園庭内に増築された新園舎の中にあります。
（広報まつだ平成 30 年 4 月号）

問３４
平成 30 年４月２日に、松田町観光協会は法人化されました。その法人の種類
はどれでしょうか。
① 一般財団法人

②NPO 法人

③一般社団法人

④有限会社

正解は「③一般社団法人」です。地域経済の活性化や地域文化発展への貢献に取
り組みます。（広報まつだ平成 30 年 4 月号）
問３５
町では、子どもの見守りサービスの１つとして、小田急電鉄㈱に業務委託して、
「自動改札機通過情報提供サービス」を行っています。このサービスの名前は何
でしょうか。
①松田町すいすいグーパス IC
② 松田町防災グーパス IC
③ 松田町おもてなしグーパス IC
④ 松田町あんしんグーパス IC
正解は「④松田町あんしんグーパス IC」です。町民の方は無料で利用できま
す。
（広報まつだ平成 30 年 4 月号）

【まちの歴史に関する問題 10 問】
問３６
かつて松田町にあった『松田亭』は天養元年（1144）頃に、
「源義朝」と「波
多野義通が妹」の間に生まれた子のために造った壮大な建物であったとされて
います。その子は、後の鎌倉幕府の初代将軍・源頼朝の異母兄として有名な人物

で、松田冠者（まつだのかじゃ）と称し、松田殿とも呼ばれていたそうですが、
その人物とは誰でしょうか。
① 源義平

②源朝長

③源義経

④源頼家

正解は「②源朝長」です。松田亭は天養元年（1144）
「波多野義通が妹」と「源
義朝」の間に生まれた朝長のために造った壮大な建物であったとされています。
朝長はここで生まれ、京都に出ていく久寿２年（1155）頃までの幼少期はここに
住んでいたと思われます。源朝長は、平治元年（1159）平治の乱に敗れ、父・義
朝と落ち延びている際、傷を負っていたため自害し（義朝に頼み刺殺されたとい
う説もあります）その生涯を終えたそうです。享年 16 歳。また。松田亭の所在
地は現在の沢尻地区一帯の広大な土地だと考えられています。

問３７
松田小学校で開催されている持久走大会において、かつては上位入賞者を渋
谷賞として、表彰していました。この渋谷賞の由来となった渋谷寿光氏は、ベル
リンオリンピック陸上競技総監督や、東京オリンピック審判団団長を務めるな
ど、日本の陸上界を背負う人物で、現在も続くある駅伝大会の企画創設を行った
ことでも有名ですが、その駅伝大会とは何でしょうか。
① 箱根駅伝

②ニューイヤー駅伝

③伊勢駅伝

④出雲駅伝

正解は「①箱根駅伝」です。渋谷寿光氏は、現在の松田さくら保育園付近に住
まわれており、箱根駅伝の創設に尽力を尽くされました。
問３８
昭和 10 年(1935)、８月１日の寒田神社祭礼において文政８年(1825)以来、108
年ぶりに寒田神社の祭礼において、大名行列が町内を巡りました。その日に、あ
る歌の発表会も行われましたが、それは何でしょうか
① みかんの花咲く丘

②松田町歌

③松田小唄

④松田音頭

正解は「④松田音頭」です。松田音頭は、町振興のため、松田町振興会が、
「松
田音頭」
「松田小唄」を公募しました。公募 62 件のうち入選作をレコード化し、
昭和 10 年(1935)８月１日に松田音頭の発表会が実施されました。
（松田百年 P36

より）
問３９
昭和 38 年(1963)３月５日に足柄上郡内で初めてあるものが設置されました。
それは、現代の生活において安全を守るうえでは不可欠なものですが、そのある
ものとは何でしょうか。
① 消火栓

②横断歩道

③信号機

④貯水槽

正解は「③信号機」です。昭和 38 年(1963)３月５日、郡内初の信号機（愛隣
堂）が設置され、小学校児童が横断訓練を実施しました。（松田百年 P76 より）
問４０
現在、松田町は千葉県横芝光町と姉妹町提携を結んでいます。横芝光町は、横
芝町と光町が合併した町で、松田町は元々、光町と姉妹町でした。さて、その光
町と姉妹町になったのはいつでしょうか。
① 昭和 40 年

②昭和 43 年

③昭和 47 年

④昭和 49 年

正解は「②昭和 43 年」です。昭和 43 年 12 月１日に松田町は、千葉県光町と
人口・面積・予算などが同規模の近県の町ということで、両町の発展と研鑽を図
る目的で姉妹町提携を結びました。その後、千葉県光町は、平成 18 年（2006）
３月に隣町の横芝町と合併し、横芝光町となったあと、同年 11 月３日に改めて、
姉妹町の提携を結びました。（広報まつだ平成 18 年 12 月号、百年史 P80）
問４１
平成 16 年(2004)４月１日、町立小中学校・幼稚園に神奈川県下で初めて、あ
る方々を配置しました。どうような方々でしょうか。
①
②
③
④

スクールカウンセラー
ALT（外国語指導助手）
警備員
学習指導員

正解は「③警備員」です。平成 16 年４月１日から、子どもを狙った犯罪が多
発していることを背景に、県下で一番早く学校警備員を配備しました。
（広報ま

つだ平成 16 年５月号、百年史 P146）
問４２
寄郵便局は昭和４年(1929）３月 16 日に建設され、その時の建物は昭和 21
年、弥勒寺の大火で類焼してしまいました。その類焼した郵便局があった場所
は現在のどのあたりでしょうか。
①寄七つ星ドッグラン

②寄幼稚園

② 自然休養村管理センター

④寄駐在所

正解は「④寄駐在所」です。寄郵便局は昭和４年(1929）３月 16 日に寄小学校
下の現在の駐在所あたりに開設され、昭和９年３月１日、同所にて無集配郵便局
としての事務が開始されました。その後、昭和 21 年、弥勒寺の大火で類焼しま
した。
（平賀康雄著「旧寄村」P48）
問４３
忠魂碑とは戦争で亡くなった兵士の慰霊碑で、厳密には、日露戦争から太平洋
戦争までの慰霊碑のことを指します。松田町にも忠魂碑は、いくつかありますが、
その中でも寒田神社と寄神社にある忠魂碑の揮毫者は同一人物とされています。
さてその人物とは誰でしょうか。
※揮毫（きごう）・・・毛筆で何か文字や言葉を書くこと
① 乃木 希典

②東郷 平八郎

正解は「①乃木 希典（のぎ

③山本 五十六

まれすけ

④大山 厳

1849~1912

旧陸軍大将）」です。寒

田神社の拝殿右側に立つもの及び、寄神社入口にあるものが乃木大将の揮毫し
た忠魂碑です。
（松田町教育委員会発行「歩いてみよう松田の歴史」P46）
問４４
昭和 35 年(1960)１月 11 日に広報紙の第１号が発行されました。第１号の広
報紙は白黒の４ページで構成され、町長あいさつや、国民年金制度等についてお
知らせしていました。さて、その広報紙は、現在の「広報まつだ」という名称で
はありませんでした。さて、その名称は何だったでしょうか。
① 松田月報

②広報

③町だより

④広報松田

正解は「③町だより」です。昭和 35 年(1960)１月 11 日に町だよりとして発行
された後、広報松田（昭和 52 年４月号から）を経て現在の広報まつだ（昭和 52
年４月号）へと名称が変遷しました。（広報まつだ平成 27 年６月号より）
問４５
広報まつだ７月号にて最終回を迎える連載、「松田の文化財探訪」において、
旧東海道の江戸から沼津あたりまでを補完する、赤坂御門からの脇街道である
矢倉沢往還は、現在のある幹線道路沿いとほぼ同じということですが、その幹線
道路とは次のうちどれでしょうか。
① 国道 246 号線

②国道 255 号線

③県道 711 号線

④町道１号線

正解は「①国道 246 号線」です。矢倉沢往還は、赤坂御門からの脇街道で、
箱根関所より開設が古い関所のあった矢倉沢を行先としました。（広報まつだ
平成 27 年 10 月号より）
〇次の問題の解答を解答用紙に記入してください。
【筆記問題 ５問】
問４６
平成 30 年 10 月１日に施行される自治基本条例。その条例には３つの原則が
あります。その原則とは「情報共有」、
「参加」と「〇〇・連携協力」となってい
ます。〇〇に入る言葉は何でしょうか。漢字２文字で記入してください。
正解は、
「協働」です。松田町自治基本条例は、平成 30 年３月 15 日に公布さ
れ、同年 10 月１日より施行されます。その中で「情報共有」、
「参加」と「協働・
連携協力」は、３つの原則として自治基本条例内に根付いています。
（各種自治
基本条例講演会より）

問４７
平成 30 年３月３日、まつだ桜まつり会場で、国際交流事業の一環として、在
日米陸軍座間キャンプより、ある団体がやってきて、あるパフォーマンスを実施
し、多くの来場者を喜ばせました。さて、そのパフォーマンスとは何だったでし
ょうか。

「楽器の演奏」や「コンサート」等の演奏とわかるものであれば正解です。約
14 万人が訪れた平成 30 年のまつだ桜まつり。その中で３月３日に行われた在日
米軍キャンプ座間軍楽隊によるコンサートは、多くの観客の耳目を集めました。
（平成 30 年広報まつだ４月号より）
問４８
松田町民文化センターにおいて、小中学生を対象（夏休み期間中は幼稚園児も
含む）として隔週土曜日に開催されていることといったら何でしょうか。６文字
で記入してください。
正解は「寺子屋まつだ」です。寺子屋まつだは平成 27 年の夏休みに実施し、
翌 28 年から、土曜日も含めた実施となりました。
問４９
平成 30 年４月１日より新松田駅北口前に開設された、休憩所と案内所を兼ね
た施設の名前は「おもてなしお休み処〇〇〇」です。〇〇〇に入る文字はなんで
しょうか。※文字数は３文字とは限りません
正解は「つむＧＯ」です。おもてなしお休み処つむＧＯは、空き店舗を利用し、
開設しました。毎日午前８時から午後６時までの間、休憩所として、バスの利用
客などにご利用いただいています。
問５０
今年も７月 10 日(火)に販売され、１万円分購入すると１千円分が上乗せされ
る町内で使えるお得なお買物券の名称は、
「松田〇〇〇お買物券」です。〇〇〇
に入る文字はなんでしょうか。※文字数は３文字とは限りません
正解は「わくわく」です。松田わくわくお買物券は、発行冊数 3,000 冊（総額
3,300 万円）

問題は以上で終了です。お疲れさまでした。
検定の結果は平成 30 年７月中に発送する予定です。
【問い合わせ】
政策推進課 経営戦略係
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