
　知りたい情報を「目的
から探す」「地域から探す」

「施設から探す」の3つ
から探せます。

知りたい
情報が

探しやすい！

ポイント
1

　松戸市公式ホームページ内に、新しく高齢者に関するさまざまな情報が満載のページができました。
　加齢や疾

し っ ぺ い

病、障がい等で心身の状態や生活が変化しても、高齢者が安心して暮らし続けることが
できるように、人とつながり、高齢者や家族、地域の皆さんの気持ちに寄り添います。

　「地域・関連団体イベント
カレンダー」で、市や地域、
関連団体からのイベント情
報がわかります。

イベント
情報が

 一目瞭然！

ポイント2

　メールアドレスを登録
すると、市や関連団体の
イベント情報等が登録ア
ドレスに届きます。

メールで
情報を

 受け取れる！

ポイント3

　いつでもどこ
でも高齢者情報
を探せます。

スマート
フォンでも
見やすい！

ポイント
4

松戸市高齢者の元気応援・介護情報サイト

を見て・活用してください
まつど 　　　　　　  高齢者いきいきで

DE
問介護制度改革課
　☎366－4101

パソコン向け スマートフォン向け
※同サイトのオープンに伴い、ホームページのURLを変更しています。お気に入りやブックマークなどに登録している場合は、
変更をお願いします。

http://www.city.matsudo.chiba.jp/matsudodeikiiki/index.html

まつどDEいきいき高齢者 検 索
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●市立保育所職員を募集
●皆さんの「働きたい」をお手伝いします
●消費者トラブル！こんな相談が増えています
●外環松戸サバイバルパーク開催
●子育て支援PR動画「世界一の感謝状」



①松戸市国民健康保険保健事業実施計画【第2期データヘルス計画】（案）およ
び松戸市国民健康保険第3期特定健康診査等実施計画（案）
②松戸市子どもの未来応援プラン（案）

案の公表日2月①1日㈭②5日㈪から　案の公表方法市ホームページへの掲載、
行政資料センター・各支所・図書館（本館・分館）・まつど市民活動サポート
センター・①国民健康保険課②子ども家庭相談課子どもの未来応援担当室での
閲覧　意見の提出方法および期間①2月28日㈬②3月7日㈬〔消印有効〕までに、
書面に住所・氏名・表題を記入して、持参（各支所可）または郵送・FAX・Eメー
ル・市ホームページ専用フォームのいずれかから提出　※意見を提出した個人
に対して個別回答は行いません。

市等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（記載のないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先

掲 示 板
お知らせ

4月利用分から、運動公園体育館の予約
受け付けを再開します
　卓球室・トレーニング室の利用再開は
4月1日の予定です スポーツ課☎703－
0601

図書館①六実分館②馬橋分館③図書館
本館および子ども読書推進センターを臨
時休館します
休館期間 ①2/10㈯～12㉁②2/14㈬③
2/20㈫～23㈮　※2/13㈫は全館休館
※返却ポストは利用可 図書館☎365－
5115

第3次松戸市地域福祉計画（案）のパブ
リックコメント（意見募集）手続実施結果
を公表
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
画公表方法市ホームページへの掲載、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・まつど市民活動サポート
センターでの閲覧 地域福祉課☎366－
3019

優良建設工事を表彰しました
　平成28年度に完成した建設工事の中で
特に優良と認められた5件（管工事1件、
電気工事1件、土木工事3件）を表彰しま
した 技術管理課☎366－7308

自習や読書等の際に①矢切公民館②青
少年会館の学習室をご利用ください
開放日時①日曜9時～17時（公用使用日、
年末年始を除く）②9時～19時（公用使
用日、休館日を除く）　※利用方法等は

各施設にお問い合わせください ①矢
切公民館☎368－1214②青少年会館☎
344－8556

市職員（約5千人）の6月～11月分給与
明細書（計7回）に掲載する広告を募集
寸法 広告1枠につき68mm×179mm以
内色2色刷り募集枠数 3枠募集期間 2/28
㈬まで広告掲載料 1枠につき7回分で12
万円以上（消費税含む、版代および印
刷費用は市が負担）　※申込書・広告掲
載基準等は人事課で配布する他、市ホー
ムページからダウンロードできます 同
課☎366－7306

退職金の準備は万全ですか～退職金共
済掛金助成制度～
　市では、共済掛金の一部を助成してい
ます申請期間2/5㈪～3/2㈮ H28/7/1
からH28/12/31の間に、中小企業退職
金共済制度および特定退職金共済制度に
新規で加入した従業員がいる事業主　※
申請書類は商工振興課から対象事業所宛
てに送付 同課☎711－6377

2月の松戸競輪開催日程
本場開催 2/21㈬～23㈮松戸（FⅠ）場外開催
2/1㈭～4㈰高松記念（GⅢ）、2/9㈮～12
㉁全日本選抜競輪（GⅠ）、2/14㈬～16㈮
いわき平（FⅠ）、2/17㈯～20㈫静岡記念
（GⅢ）、2/22㈭～25㈰奈良記念（GⅢ）、
2/26㈪～28㈬京王閣・大垣（FⅠ） 公
営競技事務所☎362－2181

①臨時職員（事務補助）②身体障がい者
を対象とした臨時職員（事務補助）登録者
を募集
　登録を行い、必要が生じた場合に採
用します勤務日原則週4日9時30分～15

時45分（5.5時間勤務）勤務場所 市役
所、市内公共施設 業務内容 入力作業等
の事務 応募資格 パソコン操作（Excel・
Word）を伴う事務経験があり、①は窓
口・電話応対経験もある人②は身体障
害者手帳を持つ人 時給 880円（別途交
通費支給） 2/16㈮までに、郵送で写
真貼付（②は障がいの程度も記載）した
履歴書を提出 人事課人事班☎366－
7306

常盤平児童福祉館非常勤職員を募集
勤務日㈫～㈰のうち週3日（交代で㈯㈰㈷
勤務あり、シフトによる）10時～19時30分
のうち8時間（休憩45分含む）勤務開始日
4月から業務内容小・中学生、高校生の
見守りと遊びの対応 応募資格 次のいずれ
かに該当する人●児童福祉事業の経験
者（児童厚生員等）●保育士、社会福祉
士、教諭などの有資格者●社会福祉、心
理、教育、芸術、体育のいずれかを専修
する学科の大学卒業者または卒業見込者
募集人員 1人 時給 1,250円（別途交通費
支給） 2/15㈭までに、直接または郵送
で履歴書を〒270－2266松戸市常盤平西
窪町12　常盤平児童福祉館（☎387－
3320）へ

面接相談員を募集
勤務日 ㈪～㈮8時30分～15時または10
時30分～17時 期間 4/1～ H31/3/31
業務内容生活保護やその他の制度の活用
等についての幅広い助言および自立援助
両時間帯とも勤務可能な、社会福祉

行政等相談業務の実務経験者または社
会福祉士・精神保健福祉士等有資格者
募集定員 若干名 月給 197,340円（社会
保険加入、別途交通費等支給） 2/14㈬
〔必着〕までに、郵送で履歴書（写真貼付）

を〒271－8588松戸市役所　生活支援
一課（☎366－7349）へ

子ども家庭支援員、婦人相談員（非常勤
職員）を募集
勤務場所 中央保健福祉センター業務内容
児童・家庭に関すること、女性が抱えるさ
まざまな悩み（DV被害等）に関することの
相談支援業務（電話、面談、関係機関と
の調整等）　※詳細は市ホームページをご
覧ください募集人数 若干名応募期間 2/9
㈮まで 子ども家庭相談課☎308－7210

非常勤職員①助産師②看護師③臨床心
理士または臨床発達心理士を募集
勤務日 平日①週3日9時30分～16時15
分②月6日程度9時～15時45分③月4
日～6日9時～15時45分 業務内容 ①産
後ケア利用者の相談対応、家庭訪問等
②幼児健診の未受診者への家庭訪問③
幼児の心理相談における発達検査、助
言 市内医療機関に勤務していない各
有資格者募集人数若干名 電話で子ど
も家庭相談課母子保健担当室☎366－
5180へ

基礎学習講座（現基礎学力再履修講座）
の講師登録者を募集
期間 4/1～ H31/3/31勤務場所 青少年
会館 業務内容 市内在住・在勤の15歳以
上の人等を対象に、中学校の教科書を
使用し、義務教育程度の基礎的な学習を
教える教科 中学校の国語・英語・数学・
社会（歴史） 教員経験がある中学校教
諭免許所有者 時給 昼間1,750円、夜間
2,100円（別途交通費支給） 2/28㈬
までに、電話で青少年会館☎344－8556
（㈯㈰除く9時～17時）へ　※後日面接
を実施

松戸市木造住宅耐震診断士を追加募集
　同診断士に登録されると、市ホーム
ページおよび建築指導課・各支所窓口
で閲覧できる「松戸市木造住宅耐震診
断士名簿」に掲載されます登録期間4/1
～ H31/3/31（以降は3年更新） 耐震
診断・耐震改修の補助を受けようとする
市民からの依頼を受けて、耐震診断およ
び補強設計・工事監理を実施　※詳細は
市ホームページをご覧ください 2/15
㈭から3/15㈭の間に、直接または郵送
で〒271－8588松戸市役所　建築指導課
（☎366－7368）へ

3月定例市議会開催予定

（意見募集）手続きを実施します

市ホームページ

問市議会事務局議事調査課☎366－7382

 問①〒271－8588松戸市役所　国民健康保険課健診班 361－7016、
  mchoken@city.matsudo.chiba.jp（☎366－1121）
　 ②〒271－0072松戸市竹ケ花74の3中央保健福祉センター　

請願・陳情提出期限2月13日㈫12時
開催予定（開議予定時刻＝10時）

期日 会議予定 主な内容
2/22㈭ 招集日・本会議 施政方針・議案の提案理由説明
23㈮ 各常任委員会 先議議案審査
28㈬

本会議

先議議案採決
3/  1㈭ 一般質問  2㈮
5㈪ 一般質問・議案質疑
6㈫ 総務財務常任委員会

議案等の審査7㈬ 健康福祉常任委員会
8㈭ 教育環境常任委員会
12㈪ 建設経済常任委員会
14㈬

予算審査特別委員会 平成30年度各会計
予算議案審査

15㈭
16㈮
20㈫
23㈮ 本会議 議案等の採決

問幼児保育課☎366－7351

採用期間4月1日～平成33年3月31日
受験資格昭和28年4月2日以降に生まれ
た人（①②⑥は各有資格者または平成30
年3月31日までに資格取得見込みの人）
受験案内書配布期間・方法2月15日㈭ま
で、幼児保育課・各支所・各保育所およ
びハローワーク松戸で配布する他、市ホー
ムページからダウンロードできます
試験日3月4日㈰
 2月15日㈭〔必着〕までに、郵送で

市立保育所職員（任期付短時間勤務職員）を募集

　 子ども家庭相談課子どもの未来応援担当室 366－3901、
   mckodomomirai@city.matsudo.chiba.jp（☎366－5181）

試験区分 募集人数 1日の勤務時間 年収見込
①
保育士

40人程度 6.25時間
280万円～308万円

② 20人程度 6.25時間
（朝夕2回勤務）

③
保育従事職員
（資格不問） 70人程度

4時間（朝夕2回勤務） 141万円
④ 6時間（朝夕2回勤務） 211万円

⑤ 3時間（朝夕2回勤務ま
たはいずれか1回勤務）105万円

⑥ 看護師 若干名 6.25時間 314万円～339万円

2 　2月10日㈯に、広報まつど税特集号を発行します。  問税制課☎366－7321

●広報まつど　2018年（平成 30年）2月1日



皆さんの「 働き たい 」をお手伝 いしま す

●正規の仕事に就きたい●働き
たいけど一歩が踏み出せない●
どんな仕事か知りたい…そんな
あなた！ぜひお越しください。
日時2月9日㈮10時～12時30分
会場勤労会館　対象39歳以下の
求職者（学生は不可）　定員先着
40人　費用無料
電話でまつど地域若者サポー
トステーション☎703－8301へ

　子育て中のお母さんのための、再就職を支援する
セミナーです。就職活動に欠かせない履歴書や職務
経歴書の作成を少人数で学べます。仕事と子育てや
介護の両立についてもお話しします。
日時2月13日㈫10時～12時　会場ゆうまつど　講
師ハローワーク松戸マザーズコーナー就職支援ナビ
ゲーター、まつど女性就労・両立支援相談員　対象
子育て中の女性　定員先着30人　費用無料
直接または電話で同コーナー☎367－8609(43#）
または男女共同参画課（☎364－8778）へ　※一時
預かりあり（6カ月～未就学児、先着8人、要予約）。

　何らかの事情で離職しそのまま時間が
経った、これまで非正規で働いてきた等で、
正規社員を目指す人に、自分に合った進路
の見つけ方や就職活動のポイントをお伝え
します。
日時2月28日㈬14時～16時30分　会場勤
労会館　講師1級キャリアコンサルティン
グ技能士・菊地克幸氏　対象おおむね40
歳から50歳までの正規社員を目指す人　
定員先着30人　費用無料
 電話で商工振興課☎711－6377へ

千葉県内の公立小・中学校に勤務する臨
時的任用講師・養護教諭等を募集
応募資格 65歳以下の教員免許所有者　
※詳細は県教育庁東葛飾教育事務所管
理課（☎361－2124）にお問い合わせく
ださい

介護保険運営協議会委員を募集
委嘱期間 4/1から2年間 応募資格市内在
住の●40歳以上65歳未満●65歳以上
募集人員 各2人以内選考方法市の選考委
員会で審査 2/28㈬〔必着〕までに、
郵送またはEメールに住所・氏名・年
齢・性別・経歴・電話番号、「介護保険
について」の意見を400字詰め原稿用
紙2枚程度記入して〒271－8588松戸市
役所　介護保険課 mckaigo@city.
matsudo.chiba.jp（☎366－7370）へ

平成30年度学校給食用食材業者を募集
（パン・牛乳以外）
市内公立学校に納入実績がある業者

=2/13㈫から23㈮の間に、直接希望
する学校へ申請書類を提出　初めて参
加を希望する業者=2/7㈬10時から16
時の間に、直接保健体育課（☎366－
7459）へ

借金の返済でお悩みの人へ
　解決のための助言を行い、必要に応じ
て法律専門家を紹介します。相談は無料
で、秘密は厳守します 受付時間 ㈪～㈮（㈷
を除く）8時30分～12時、13時～16時30
分 財務省千葉財務事務所債務相談窓
口☎043－251－7830

2月は千葉県薬物乱用防止広報強化月間
～地域で築こう！薬物乱用を許さない
社会環境づくり～
相談機関 県薬務課☎043－223－2620、
県精神保健福祉センター☎043－263－
3893、県警ヤング・テレホン☎0120－
783－497

千葉県生涯大学校学生募集（2次）
健康、仲間づくり、社会参加に興味が

ある県内在住の原則60歳以上 2/9㈮
～28㈬に、生涯大学校各学園・矢切公
民館・各老人福祉センター・高齢者支援
課・各支所で配布する願書を提出　※願
書の郵送希望者は同校事務局（☎043－
266－4705）にお問い合わせください

講座・講演・催し

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
2/8㈭11時～11時30分 ふれあい22

演奏者日
ひ

向
が

野
の

のりえ氏（歌）、德川眞弓氏
（ピアノ） ふれあい22☎383－0022

明るい選挙啓発習字入選作品展
2/9㈮～22㈭各10時～18時（最終

日は15時まで） アートスポットまつど（伊
勢丹松戸店新館9階） 選挙管理委員会
事務局☎366－7386

ふれあい教室「朗読をきくかい」
2/14㈬10時～11時30分 ふれあい

22 松戸朗読奉仕会会員による短編・
エッセー等の朗読 障害者手帳を持つ人
等 障害者福祉センター☎383－7111

ひったくり撲滅を目指し「ひったくり防止
自転車かごカバー」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）。移動
交番車で警察への手続きや相談等もでき
ます 2/15㈭10時～10時30分 松飛
台小学校正面玄関前 先着100人 市
民安全課☎366－7285

古民家「旧齋藤邸」を描こう！
2/16㈮・23㈮、3/23㈮・28㈬各10

時30分「旧齋藤邸」集合、終了後各自解
散（最終日は15時まで） 早春の古民
家旧齋藤邸を描画の場として公開。初
めての人は、学習支援専門員がサポート
（複数日参加可） 描画材料一式、防寒
具 電話で社会教育課社会教育班☎
366－7462へ

法人運営ノウハウシリーズ～会計や事務
担当者必聴！まずここで聞いてみよう！
労務税務の話～
2/17㈯14時～16時 まつど市民活

動サポートセンター 税理士・三
み

添
ぞえ

聡氏、
社会福祉労務士・井口政幸氏 団体の会
計、事務担当者等 先着15人 電話ま
たはEメールで同センター☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-sc.comへ

矢切公民館音楽祭（合唱、楽器演奏、フラ
ダンス、フォークソング他）
2/18㈰9時50分～15時30分 矢切公

民館 生涯学習推進課☎367－7810

福祉のしごとミニ就職フェア
2/18㈰10時～13時 ホテルポートプ

ラザちば（千葉みなと駅下車） 社会福
祉施設等への就職を希望する人 当日会
場で　※履歴書不要 千葉県社会福祉
協議会千葉県福祉人材センター☎043－
222－1294

はじめての法人格取得編・どっちを選ぶ？
NPOと一般社団法人、取得のノウハウ教
えます！
2/20㈫18時～20時 新松戸市民活

動支援コーナー NPOまつどNPO協議
会事務局長・小

お

熊
ぐま

浩
ひろ

典
のり

氏 これから組織
を立ち上げたい人等 先着15人 電話ま
たはEメールでまつど市民活動サポートセ
ンター☎365－5522、 hai_saposen@
matsudo-sc.comへ

シティー・ミニコンサート～トリオで彩る
花と愛～
2/21㈬12時15分～12時45分（11時

30分開場） 市役所市議会議場 曲目 愛
の小

こ

径
みち

、すみれの花咲く頃他演奏者山
やま

部
べ

宙
そら

(ソプラノ)、松下祐子(フルート)、田
た

染
ぞめ

泉(ピアノ) 先着150人 当日会場で
生涯学習推進課☎367－7810（演目）、

市議会事務局☎366－7381（会場）

あなたを待っています！障害者支援ヘル
パー研修
2/21㈬13時～16時 市民会館 働き

方の紹介、ヘルパーの仕事を始めたい人
への相談会 先着80人 2/9㈮までに、
電話で障害福祉課地域生活支援部会担当
☎366－7348へ

日本語教育講演会
2/24㈯14時～16時 ゆうまつど

「状況」から出発する日本語授業 早稲
田大学大学院日本語教育研究科教授・小
林ミナ氏 外国人に日本語を教えている
人 先着50人（会員優先） 500円（会
員無料） 2/16㈮までに、電話で（公財）
松戸市国際交流協会☎366－7310へ

千葉県マンション管理基礎講座①個別相
談会②講演
2/25㈰①10時～12時②13時～16

時 市民劇場 マンション管理組合の役
員・居住者等 先着①5組②30人 電
話で県住まい情報プラザ☎043－223－
3266へ

松戸市介護支援ボランティア登録説明会
　市内高齢者施設・障がい者施設・放
課後児童クラブ等でボランティア活動を
行うと、活動に応じて年間最大5,000円
の交付金または障がい者就労施設の商
品と交換できる介護支援ボランティア制
度があります。活動を希望する人は同説
明会に参加してください 3/1㈭13時
30分～15時30分 小金市民センター
市内在住の65歳以上 介護保険被

保険者証、印鑑、筆記用具 先着30人

2/26㈪までに、電話で松戸市社会福
祉協議会地域福祉推進センター☎362－
5963へ

会 議

松戸市地域自立支援協議会
2/5㈪10時～12時 市役所議会棟2

階第3委員会室 傍聴定員 先着5人（開会
15分前から受け付け） 障害福祉課☎
366－7348

社会教育委員会議
2/5㈪18時から 京葉ガスF松戸ビル

5階会議室 傍聴定員先着10人（開会10分
前まで受け付け） 社会教育課☎366－
7462

教育委員会会議
2/8㈭10時から 京葉ガスF松戸ビル

5階会議室（傍聴は開会30分前から受け
付け） 教育企画課☎366－7455

松戸市高等学校入学資金貸付選考委員会
2/8㈭10時から 市役所新館7階大会

議室 傍聴定員 先着10人 子育て支援課
児童給付担当室☎366－3127

公民館運営審議会
2/13㈫18時から 京葉ガスF松戸ビル

5階会議室（傍聴は開会10分前まで受け
付け） 生涯学習推進課☎367－7810

松戸市地域ケア会議
2/15㈭9時30分 ～11時30分 市

役所新館7階大会議室 傍聴定員先着10人
（開会15分前から受け付け） 高齢者支
援課☎366－7343

公共施設再編整備推進審議会
2/16㈮9時30分から 市役所新館5階

市民サロン傍聴定員 先着10人（開会10
分前まで受け付け） 公共施設再編課☎
701－5217

松戸市安全・快適まちづくり協議会
2/16㈮14時から 市役所新館5階市

民サロン 傍聴定員 先着5人（開会15分前か
ら受け付け） 市民安全課☎366－7285

少年センター運営協議会
2/21㈬14時から 中央保健福祉セン

ター地下会議室 傍聴定員 先着5人 子ど
もわかもの課少年センター☎366－7464

①求職中の人集まれ！
わかもの

就職フェア 要申込

②働きたい女性の
 再就職支援セミナー

応募書類の作成 要申込

③40代の就職活動

～正規社員への道～
要申込

※②③は、雇用保険受給者の求職活動実績になります。受給資格者証をお持ちください。

六実市民センターは2月10日㈯～12日㉁の間、電気設備改修工事のため全館使用できません。  問六実支所☎385－0113 3
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他人事
ではない！

◉近所で工事を
しているという業
者に、「屋根の点
検が無料ででき
る」と言われた
ので点検しても
らった。「このま
までは雨漏りする」と言われて契約し
たが、解約したい（70歳代女性）
◉高齢の親に業者から電話があり「無
料で水漏れ調査をする」と言われた。
調査を依頼したが、トイレの不必要な
器具の交換をされ、高額な代金を支
払った（60歳代男性）

アドバイス
　「無料」「今だけ特別」などの言葉に
惑わされないようにしましょう。契約
するときは、信頼できる複数の業者か
ら見積もりをしてもらいましょう。また、
家族や知人と相談しましょう。

消費者トラブル！
こんな相談が増えています！
　消費生活センターには、あの手・この手で消費者を狙う悪質な消費者トラブルに関する相談が
たくさん寄せられています。特に注意したい悪質商法の事例を紹介します。

 はがきなどによる

『架空請求』トラブル

 インターネットなどによる

『通信販売』トラブル

 電話や訪問などでの

『無料点検』トラブル
◉官公庁を名乗
り、「総合消費料
金に関する訴訟
最終告知のお知
らせ 」とい う、
心当たりのない
はがきが届いた

（60歳代女性）
◉「登録料金未
納。本日中に連
絡なき場合は法的手段をとる」と大手
ポータルサイトの名でショートメッセージ
が届いた（40歳代女性）

アドバイス
　架空請求は
連絡しない！
支払わない！
名称に惑わされない！
ご注意ください。

◉インターネット通販でレンジ台を注文し、個人名義
の銀行口座に代金を前払いしたが、商品が届かない

（40歳代女性）
◉500円でお試しのサプリメントを注文したら、4回の
定期購入コースだった。業者に電話をすると解約でき
ないと言われた（50歳代女性）

アドバイス
　通信販売は、クーリング・
オフ制度※がありません。 各
販売業者が独自に設けている
ルール（販売条件）に従うこと
になります。契約時には必ず
販売条件および業者の所在地や電話番号なども確認
してください。また、代金前払いは注意が必要です。

「定期購入」は、分かりやすい表示義務が法改正によ
り明文化されました。

※クーリング・オフ制度
特定の取引について、契約後一定期間内であれ
ば無条件で解除できる制度です。

契約やサービスで困ったときは、
消費生活センターにご相談ください

☎365－6565（8時30分～16時。土・日曜、祝日は除く）
※上記以外の時間は、消費者ホットライン「188（局番なし）」へ。

い や や

　失業を理由とする場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保
険者離職票等が必要です。雇用保険未加入等で入手できない場合はご相
談ください。

　平成30年9月までに限り、時効により納めることができなかった保険
料を過去5年分まで納めることができます（65歳以上で老齢基礎年金の
受給資格がある人は不可）。利用する場合は、電話で国民年金保険料専
用ダイヤル☎0570－003－004または日本年金機構松戸年金事務所☎
345－5517にお申し込みください。

　平成29年度割引額=15,640円。4月から利用する場合は、2月末までに
金融機関等または日本年金機構松戸年金事務所☎345－5517へお申し込
みください。

  お得な２年前納（口座振替）を活用しましょう

国民年金課☎366－7352

老齢基礎年金＝原則として、国民年金保険料を納めた期間（保険料免除期
間などを含む）が10年以上（平成29年8月から10年に短縮）の受給資格
のある人が原則65歳になったときから受けられます。平成29年度年金額
=779,300円（40年間、保険料を納めた場合）
障害基礎年金＝国民年金加入中（または60歳以上65歳未満で日本国内に
住所がある人）や20歳未満に初診日がある病気やけがで、政令で定められ
た1級・2級の障がいの状態になった人が受けられます。保険料の納付要件
があります。平成29年度年金額=1級974,125円、2級779,300円
遺族基礎年金＝国民年金加入中の人が亡くなった場合に、その人に生計を
維持されていた子がいる配偶者または子に支給されます。 ※子とは18歳
未満の子または20歳未満の1級・2級の障がいがある子のこと。保険料の納
付要件や所得制限などがあります。平成29年度年金額=1,003,600円（子
が1人いる配偶者の場合）
　他にも、寡婦年金や死亡一時金の制度があります。

　金融機関等（銀行・郵便局）またはコンビニエンスストア、口座振替、
クレジットカードでの納付および電子納付があります。　※保険料額は、
平成29年度は月額16,490円で、全額社会保険料控除の対象です。社会保
険料控除証明書は、毎年11月上旬に日本年金機構から郵送されます。　※
将来の年金を多く受け取りたい人は、月額400円の付加保険料を納めるこ
とができます（第1号被保険者でない人と国民年金基金加入者は不可）。

種類 対象 加入手続き 保険料納付方法

第1号
被保険者

自営業者、学生、無職の
人など

本人が住所地の国民年金担当課窓口で行
う　※海外に転出する場合は、住民票の
手続きとは別に手続きが必要。

納付書などで納付。月額16,490円
（平成29年度）

第2号
被保険者

会社員や公務員などで厚
生年金に加入している人

勤務先で行う　※厚生年金に加入すると
同時に国民年金（基礎年金）に加入するこ
とになる。

厚生年金の掛け金として給与から
天引き

第3号
被保険者

第2号被保険者に扶養され
ている20歳以上60歳未満
の配偶者

第2号被保険者（配偶者）の勤務先で行う
第2号被保険者が加入する年金制度
全体で負担　※個人で納付の必要
なし。

免除の種類 対象者
一般免除

（全額・4分の3・
半額・4分の1）

本人・配偶者および世帯主の前年所得が一定基準額以下の人、
失業した人

納付猶予 50 歳未満の本人、配偶者の前年所得が一定基準額以下の人
学生納付特例 学生で前年所得が一定基準額以下の人
法定免除 生活保護受給者や障害基礎年金1級・2級を受けている人等

　国民年金は、皆さんがお互いに助け合い、生涯にわたり
老後の生活を支え合うとともに、加入期間中に障がいの状
態になった場合にも、その後の生活を支える制度です。

あなたの未来を支える国民年金

加入者は3種類に分かれます
　日本に住んでいる20歳以上60歳未満の
人（外国人を含む）は、国民年金に加入す
ることが義務付けられています。

ライフスタイルが変わったら、
必ず届け出をしてください

  国民年金からの給付   納めることが困難な場合は免除申請を

  後納制度

  保険料の納付方法

今後、基礎年金番号・マイナンバーのどちらでも手続きが可能となる予定です

4
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2月8日㈭・16日㈮・27日㈫各10時30分～11時、14時30分
～15時　会場同センター　対象0歳～3歳くらいの子と保護者
　

小さい子のためのおはなし会

2月9日㈮10時30分～11時10分　会場同センター
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

親子絵本講座

2月8日㈭10時～12時　会場同センター　内容進級・進学が
テーマの本とまとめ　対象小学生の保護者　定員先着50人

電話で同センター☎331－0077へ

小学校での読み聞かせ講座 要申込

日時 会場（駐車場はありません）
2/13㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
2/16㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
2/20㈫11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・システム（野菊野保育園内）
2/22㈭10:30～11:00 矢切公民館
2/23㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
2/23㈮11:20～11:50 根木内こども館（晴香園内）
2/28㈬10:30～11:00 E－こどもの森ほっとるーむ新松戸
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

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〜

共 通  費用無料　問同センター☎331－0077

子ども読書推進センターからのお知らせ 

問子育て支援課☎366－7347あきらこどもまつり

第3期まつど健康マイレージが
スタート！
　まつど健康マイレージは、20歳以上の市内在
住・在勤・在学者が、各種健（検）診や健康づ
くりイベントなどに参加し、1口50マイル貯め
て応募すると、抽選で特典が当たる制度です。 
※詳細は、パンフレットおよび 6月下旬発行予
定の広報まつど特集号をご覧ください。
第3期実施期間 2月1日㈭～12月31日㈪　応募
締切平成31年1月11日㈮〔必着〕
パンフレットと応募用紙が新しくなりまし
た NEW 　設置場所各保健福祉セ
ンター、市役所・各支所内市民健康
相談室、各市民センターに設置する
他、市ホームページからもダウン
ロードできます
問健康推進課☎366－7486

在宅医療・介護連携推進事業　
講演会「住み慣れた地域で最期まで暮
らすためには」
2月9日㈮14時～15時30分　会場二十世紀が
丘市民センター　内容①講演「かかりつけ医の
行う在宅医療の実際」②事例紹介等「自宅で受
けられる介護サービス」　講師①梨香台診療所
院長・中島雅

まさ

央
てる

氏②㈲元気介護支援サービス
代表取締役・村上美惠子氏　定員先着100人　
費用無料　

 当日会場で
問介護制度改革課☎366－4101

薬と健康の広場フェス
ティバル
2月11日㈷10時から（14時受け付け終了）　会
場常盤平市民センター　内容血圧、体組成、骨
密度、肌水分、血管年齢等の測定と薬剤師によ
る健康相談、耳の聞こえ相談（補聴器）、薬教室、
ロコモチェックやフレイル・サルコペニアに関
するブース設置　費用無料
問ファーコス薬局常盤平☎389－2249

がん患者・家族「緩和ケア教室」
2月13日㈫14時～15時　会場総合医療センター
2階大会議室　内容在宅・施設での緩和ケア　
定員先着15人　費用無料　

当日会場で
問総合医療センター・がん診療対策室☎712－
　2511（内線1025）

健康塾「簡単な体力
チェックとおすすめ
体操～健康寿命をのばすために～」
要申込
2月22日㈭14時30分～16時30分　会場東松戸
病院1号館2階大会議室　講師同病院保健師　定
員先着20人　持ち物動きやすい服装と靴、床に
敷くバスタオル、飲み物　費用無料

電話またはFAXで同病院保健福祉医療室☎
391－5500、 391－0288へ

愛の献血
3月4日㈰10時～11時45分、
13時～16時　会場ダイエー新松戸店前　持ち
物保険証・運転免許証等本人確認ができる物　
※松戸献血ルームPure（☎703－1006）では
随時受け付けています。
問健康推進課☎366－7487

幼児救急法スクール
要申込
3月4日 ㈰13時 ～16時　
会場ゆうまつど　内容事
故やケガ等の応急手当て
の実技　対象出産準備・
育児中の人、またはその家族　定員先着25人
※一時保育あり（要予約、6カ月以上～4歳未満、
先着10人、保険代100円）　費用100円

電話で日本赤十字社千葉県支部松戸市地区事
務局（地域福祉課内）☎366－3019へ

OH！！げんき体操教室
要申込
4月～平成31年3月の①第2火曜（10月～12月、
3月は第1火曜）②第3金曜各10時～11時30分
会場常盤平市民センター　定員各60人（抽選）
費用無料

2月28日㈬〔消印有効〕までに、往復はがきに
郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
緊急連絡先・希望曜日（①火曜②金曜③どちら
でも）を記入して、〒270－2261松戸市常盤平
2の24の2常盤平団地中央商店会Cの5　常盤平
高齢者いきいき安心センター（☎330－6150）へ

市ホームページ

2月25日㈰ 13時30分～15時30分（13時開場）　
会場市民会館　内容①市の取り組み②飼い主のいない猫対策③
犬のしつけと飼い主のこころ構え④ペットと健

す こ

やかに暮らすた
めに　講師①市環境保全課長②五香南町会会長・越

お

智
ち

宗男氏③
遠藤警察犬家庭犬訓練所所長・遠藤暁博氏④千葉県獣医師会会
長・市川陽一朗氏　定員先着120人　※一時保育あり（未就学児、
無料、2月15日㈭までに電話で環境保全課へ）。  ※手話通訳・要
約筆記あり。 ※駐車場はありません。
  当日会場で
問同課☎366－7336、 366－1325

新規調査員向け説明会
を開催します 要申込
2月9日㈮10時から　
会場市役所議会棟3階特別
委員会室　対象平成30年度から新規で同調査
員登録を希望する人

電話で環境政策課☎366－7089へ

野鳥の観察で自然環境を
どう評価するの？
　野鳥は自然のバロメーターと
もよばれています。地域で観察
された野鳥の変化を経年的に捉
えることで、地域環境全般の総
合的な評価をします。

振込日2月9日㈮　※金融機関により振り込み時
間が異なります。 対象①平成29年度現況届を
提出し、引き続き受給資格があると認められた
人②平成29年5月以降、転入・出生等により松
戸市で児童手当の認定を受けた人
問子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

2月24日㈯10時～14時　会場古ケ崎市
民センター　内容小・中学生の合唱や吹
奏楽演奏、工作などの体験、駄菓子・野
菜販売、大型絵本の読み聞かせ、喫茶他
問明第2西地区社会福祉協議会
　☎367－7727

2月16日㈮10時30分～12時　会場新松戸未来館
内容①市の子育て支援について②今どきの子育て事
情③「地域みんなで子育て」について考えよう　講
師③保育士・釣

つ り

屋
や

方
ま さ

子
こ

氏　定員先着30人　費用無料
2月10日㈯までに、電話でE－こどもの森ほっと

るーむ新松戸☎375－8737へ

みんなが快適にペットと共生する社会とは
講演会「ペットとの共生を考える」

児童手当2月期分
を指定口座に振り込みます

地域で子育て、みんなで孫育て
地域子育てサポーター講座 要申込

中学生も運営に参加する
こども中心のおまつり！

　自然環境の変化や状況を把握するため、ボランティア調査
員による野鳥の観察を通して地域環境調査を実施していま
す。鳥や虫の声に耳を傾けて、身近な環境に触れてみませんか。

平成30年度
市民ボランティア 地域環境調査員を募集します

（10月～1月分）

市民センターおはなし会
日程 会場

2/ 9㈮ 明市民センター
2/16㈮ 五香市民センター
2/20㈫ 小金原市民センター
2/21㈬ 東部スポーツパーク
時間15時30分～16時　対象幼児～小学生と保護者

日程 会場

2/22㈭ 和名ケ谷スポーツセンター
（分館内）

2/23㈮ 新松戸市民センター
2/27㈫ 小金市民センター（分館内）

野鳥「ツミ」

5

●広報まつど　2018年（平成 30年）2月1日

インフルエンザ警報が発令中です。外出時はマスクを着用し、外出後は必ず手洗い・うがいをしましょう。  問健康福祉政策課☎704－0055



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、相談については
　広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）が窓口です。

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
市政・一般民事 平日 8:30～17:00★

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

※〔予約〕相談日の1カ
月前から（税務：前々
日17時まで　不動産・
登記：前日17時まで）
電話（☎366－1162）
※法律相談について
は、裁判中や調停中
の事件は相談できませ
ん

広報広聴課
広聴担当室

（一般民事相談専用）
☎366－7319
※一般民事相談は
金銭・身の上・相続・
離婚等家庭問題の
簡単な法的解釈を
要する相談
行政書士相談
事務局予約専用
☎316－1950（初見）
（平日9時～17時）

法律相談（随時予約）
第1～4月・火・木
（第1月を除く） 13:00 ～17:00

第1月 9:00 ～12:00
交通事故相談 毎週月・火・木 9:00～17:00★

不動産相談（予約制） 毎週水 13:00 ～17:00
税務相談（予約制） 第2金 13:00 ～17:00
登記相談（予約制） 第3金 13:00 ～16:30

外国人
相談

英語・中国語 第1・3火
9:00 ～12:00

タガログ語・スペイン語 第2・4火
行政相談  第4月 13:00 ～16:00

行政書士相談（予約制） 第1月 13:00 ～16:00

建築士相談 第2水（予約優先） 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水 10:00 ～16:00 住宅政策課
☎366－7366マンション管理相談 第1水（予約優先） 9:00～12:00 市役所新館6階会議室

人権相談
※人権相談は法務局松戸
支局でも行っています   
（平日8:30～17:15）

第1火

10:00 ～15:00★

六実支所

行政経営課
☎366－7311
法務局人権ダイヤル
☎0570－
003－110

第1金 新松戸市民センター
第1木 小金原市民センター
第4水 東部支所
第1・3金 行政経営課相談コーナー
第2金 ふれあい22

家庭児童相談 平日 9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3941
婦人相談 平日 9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3955

ひとり親（就労等）相談 平日 9:00～17:00★ 子育て支援課☎366－7347

子育て相談 平日 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

ドリーム☎070－3935－1230
はなみずき☎710－8070
グレース☎382－6182

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
松戸市消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119
消費生活相談 平日 8:30～16:00 消費生活センター☎365－6565

福祉なんでも相談
電話相談専用ダイヤル
毎週水、第1金10:00
～15:00☎368－1333

毎週水、
第1金

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

 第1火 六実支所
第1木 小金原市民センター
第4金 市役所相談コーナー

障
が
い
者
相
談

基幹相談支援
センターCoCo

平日
8:30～19:00 総合福祉会館（2階）※訪問可

 ☎308－5028
 366－1138

ふれあい相談室 9:00～17:00
   （予約優先）

ふれあい22（3階）
※訪問可

☎388－6222・6225
383－5552

障がい者虐待防止
障がい者差別相談センター 平日 8:30～19:00

基幹相談支援センターCoCo内
（総合福祉会館2階）

☎366－8376　 366－1138
高齢者・障がい者
成年後見制度相談

毎週火・金（祝日
の場合は前日）

9:00～17:00
   （要予約）

NPO成年後見センター
しぐなるあいず☎702－7868

労働相談 毎週月・木
（第3木を除く） 17:00 ～20:00 勤労会館

（第3木曜日休館）
商工振興課
☎711－6377

経営相談（起業を含む）
（予約制） 平日 9:00～17:00 松戸商工会議所

会館
松戸商工会議所
☎364－3111

若者の就労相談
（予約制）

毎週火～土
（祝日休み） 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
平日 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 （社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館3階）☎366－0077

生活困窮者相談 平日 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） 平日 8:30～17:00 教育研究所（予約専用）☎366－7600

青少年相談 電話 平日 8:30～16:30 子どもわかもの課
☎363－7867（相談専用）来所予約制 8:30～17:00

いじめ電話相談 平日 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月・木  14:00 ～20:00
男女共同参画課（相談室直通）

☎363－0505第2～4月・木 10:00 ～16:00 

男性対象 第1・3金 17:00 ～20:00
まつど女性就労・
両立支援相談 毎週火・木 10:00 ～15:00 ゆうまつど（2階） 男女共同参画課

☎364－8778

◆松戸市子ども夢フォーラム
2/3㈯13:00
子どもわかもの課☎366－

7464
◆おしどりマコ＆ケン　トークラ
イブ　
2/4㈰14:15
同実行委員会（事前申込制）

☎080－9150－2704
◆松元ヒロ ソロライブin松戸 ★
2/9㈮18:30
NPO子どもっとまつど・駒口

（事前申込制）☎344－2272
◆都市型介護予防モデル「松戸
プロジェクト」シンポジウム
2/11㈷13:00
介護制度改革課（事前申込制）

☎366－4101
◆津軽三味線　椿正範コンサート
★
2/12㉁14:00
同制作委員会事務局☎080－

1098－6312（事前申込制）
◆外国人日本語スピーチコンテ
スト
2/17㈯13:00

（公財）松戸市国際交流協会
☎366－7310
◆松戸童謡の会　童謡を歌う（月
例会）　★
2/21㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆東葛男声合唱団・Songbirds
ジョイントコンサート
2/24㈯15:00
平木☎090－8649－7327

◆まちっこプロジェクト実施報告会
2/25㈰14:00
同事務局☎369－1248

◆津田潤子ファーストコンサート
～楽しい仲間をお迎えして～　★
2/27㈫15:30
古瓶☎364－5011

◆都瑠歌謡祭
2/28㈬10:00
妻野☎386－0159

◆爆生！！お笑いin松戸
【出演予定】サンドウィッチマン、
にゃんこスター他
2/24㈯ 11:00、14:00、17:00　
会場大ホール　費用全席指定
3,800円　※3歳以上有料、3歳
未満入場不可（発売中）
◆津田潤子ファーストコンサート
～楽しい仲間をお迎えして～　★
2/27㈫15:30　　
会場市民劇場　費用全席自由
5,000円（前売り券4,500円）

9:00～13:00　会場①東漸寺本
堂裏広場（駐車場使用不可）②新
松戸中央公園　 ①堀☎344－
1735②矢野☎090－3107－
0348
◆①骨盤ヨガ②コンディショニン
グエクササイズ
①2/5㈪・12㉁・19㈪各9:30～
10:30 ②2/6～27の火曜13:30
～14:30 会場常盤平体育館 対
象18歳以上　定員各先着30人　費
用1回500円　 同体育館☎386
－0111
◆①体幹美Body②コンディショ
ニングエクササイズ
①2/5㈪・19㈪各11:00～12:00
②2/7～28の水曜13:30～14:30 
会場柿ノ木台公園体育館 対象
18歳以上　定員各先着30人 費
用1回500円 同体育館☎331
－1131

●軽スポーツ教室
①2/17㈯②2/18㈰各9:00～
12:00　会場①北部②常盤平第
一各小学校　持ち物上履き　内
容①カローリング、バドミントン、
ドッヂビー、ペタンク等②ソフト
バレーボール、カローリング
①星☎369－2412②小暮☎

090－4012－7686
●バドミントン教室
2/18㈰・25㈰各9:00～12:00
会場高木第二小学校　 明道
☎090－9835－1187
●ファミリースポーツ教室
2/18㈰9:00～12:00　会場新
松戸西小学校　 宮崎☎346－
4327
●みんなで体操＆カローリング
2/18㈰9:30～11:30　会場八
ケ崎市民センター　 峯田☎
341－2978

※未就学児入場不可（発売中）
◆小林研一郎指揮　読売日本交
響楽団　特別演奏会 （ヴァイオリ
ン・服部百

も

音
ね

）
2/27㈫19:00　　
会場大ホール　費用S席4,000
円、A席 3,000円　※未就学児入
場不可（発売中）
◆「おかあさんといっしょ」ガラ
ピコぷ～がやってきた！！
3/10㈯ 13:30、16:00
会場大ホール　費用全席指定
2,500円　※1歳未満で保護者
の膝上で鑑賞する場合は1人まで
無料（発売中）
◆チャリティーコンサート明治大
学マンドリン倶楽部　
7/7㈯15:00　　
会場大ホール　費用全席自由 
3,500円（発売中）

◆①ヨガ②ビューティーピラティス
2/1～22の木曜①13:00～13:50
②14:00～14:50 会場小金原体
育館　対象18歳以上　定員各先
着30人 費用1回500円 同体
育館☎341－2242
●インディアカ教室
2/3㈯19:00～21:00　会場大橋
小学校　持ち物上履き　 佐藤
☎080－5084－7077
●カローリング（②は卓球教室も）
①2/4㈰②2/18㈰各9:00～12:00
会場①六実市民センター②小金
南中学校　持ち物上履き　 ①
伊藤☎090－8027－8076②堀
☎344－1735
●グラウンド・ゴルフ教室
①2/4㈰9:00～12:00②2/18㈰

※修繕工事のため、小ホールの2月の催し物はありません。
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌日休館）
※駐車場は大変混雑します。電車・バスをご利用ください。
※チケットは完売している場合があります。

森のホール21　今月の催し物　　 ☎384－5050
日程 内容（★は有料） 開演

時間 問い合わせ先

大
ホ
ー
ル

 3 土
加山雄三　祝！80歳　幸せだ
なあ。若大将一夜限りの全箇
所スペシャルライブ  ★

17:30 Ro-Onチケット☎365－9960

 4 日 最遊記RELOAD BLASTスペシャルイベント　★
14:30
18:00

DISK GARAGE
☎050－5533－0888

10 土 大黒摩季 Maki Ohguro 2018Live-STEP!!　★ 17:00 Ro-Onチケット☎365－9960

15 木
劇団四季ミュージカル『ジーザ
ス・クライスト=スーパースター』
エルサレム・バージョン　★

19:00 劇団四季全国営業部☎0120－660－442

16 金 綾小路きみまろ笑撃ライブ★ 14:00
カンフェティチケットセ
ンター
☎0120－240－540

18 日 よこすかウインドアンサンブルコンサート　 14:00 渋谷☎090－6037－3673

21 水
梅沢富美男＆研ナオコ　アッ！
とおどろく「夢芝居」演劇＆歌
謡舞踊ショー　★

14:00
18:00

アイエス
☎03－3355－3553

23 金 高木幼稚園　音楽会 10:05 椎名☎387－4809

24 土 爆生!! お笑いin松戸　★
11:00
14:00
17:00

カンフェティチケットセ
ンター
☎0120－240－540

27 火 小林研一郎指揮 読売日本交響楽団特別演奏会　★ 19:00
森のホール21チケット
センター
☎384－3331

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

※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等）を案内〕

平日16時30分～翌日9時
休日と土曜 9時～翌日9時☎366－0010テレホン

案内サービス

市民劇場
☎368－0070   ★は有料

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

※飲み物を持参してください。
※申し込みは全て当日会場で。
●はスポーツ推進委員主催

森のホール21 チケットセンター
☎384－3331

受付時間…10:00～19:00
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※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。
 http://www.morinohall21.com/

天井落下対策工事のため、
市民会館ホールの2月分の催
し物はありません。

市民会館
☎368－1237   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
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◆パソコン初心者講習「基本操作とカレ
ンダーづくり」
2/28㈬までの希望日①10時～12時

②13時～15時③15時～17時④18時～
20時 NPO快適IT空間・松戸教室（市
民劇場向かい） 各先着1人 2,000円
電話で同NPO・石井☎703－7284へ

●詩吟初心者無料体験会（漢詩・短歌・
俳句・歌謡・吟詠）
2月の①㈭15時～17時②㈯10時～12

時 ①新松戸②小金・馬橋各市民セン
ター ボールペン 電話で輝

き

龍
りゅう

会
かい

・佐
藤☎090－1261－4297へ
●親子体操体験会
2/2㈮・23㈮各10時30分～11時30

分 青少年会館樋野口分館 上履き、飲
み物、ゴムボール（持っている人） 2
歳～3歳の子と親 当日会場で さくら
んぼ親子体操・塚本☎090－4496－
6805
●健康体操教室（ストレッチ、リズムダ
ンス等）
2月の㈮14時～15時30分 青少年会

館 60歳以上の女性 各先着10人
1回500円 電話でさわやか体操クラ
ブ・鈴木☎090－2259－9442へ
◆体験農園の説明会
2/3㈯10時～11時 さかい農園コミュ

ニティスペース青空（JR新松戸駅下車）
同農園・酒井☎347－7115

◆こころの家族・当事者・ピア相談（秘
密厳守）
第1・3㈯10時～15時　※電話でも受

け付け可（☎383－5551） ふれあい22
こころの病を抱える人とその家族

NPO土曜会・福
ふく

良
ら

☎385－7070
◆女性司法書士による女性のための「相
続・遺言」無料相談会（税金は除く）
2月の㈯10時・13時・15時から（1組

45分） 若林・平子・内田司法書士事
務所（松戸駅下車） 女性または夫婦
各日先着3組 電話で同事務所☎362－
0485へ（㈬㈰㈷を除く）
●醤油の里（野田）と清水公園ハイキン
グ（歩行距離約8km）
2/4㈰8時松戸駅東西連絡通路集合、

15時東武野田線野田市駅解散 弁当・
飲み物 400円（別途交通費1,000円）
当日会場で 松戸歩こう会・出

いず

原
はら

☎
386－5611
●健康体操教室（ストレッチ、リズム体操）
2/5～19の㈪9時20分～10時50分

小金原体育館 20歳以上の女性 1回
500円 電話で健康体操ひまわり・斉藤
☎341－0025へ
●富士百景写真展2018
2/6㈫～11㈷各10時～18時（初日は12

時から、最終日は16時まで） 文化ホー
ル 写団富士愛好会・矢野☎367－
1100

●体操教室 （ストレッチ、リズム体操等）
2月の㈫13時～15時 柿ノ木台公園

体育館 50歳以上 各先着7人 電話
で活

い

き活
い

き体操クラブ・関☎361－
2637へ
●外国人教師による英会話教室見学会
2/6㈫・20㈫各19時～21時 市民会

館 電話で松戸英会話同好会・大貫☎
090－2729－0882へ
●やさしい囲碁（入門・初級）〔全4回〕
2月の㈬14時～17時30分 日本棋院

松戸生涯学習支部（新京成五香駅下車）
2,000円 電話で松戸生涯学習支部入

門サークル・岩島☎388－3022へ
◆税理士税務無料相談会
2/8㈭・22㈭、3/8㈭各10時～15時

松戸商工会議所3階 電話で千葉県税理
士会松戸支部☎366－2174へ　
●人前で話す実習講座「上がり症対策」
〔全3回〕
2/8㈭・22㈭、3/8㈭ 各18時30分 ～

21時 市民会館 筆記用具 2,500円
電話で実践話し方研究会・田中☎090

－4374－3931へ
●家庭教育講座①家庭教育って何だろう
②自主性を育てましょう
①2/8㈭②3/9㈮各10時～12時 市

民会館 各100円 松戸家庭教育研究
会・加藤☎080－5426－3133
◆親子で楽しむポカポカヨーガ
2/9㈮10時～11時30分 馬橋相川公

園内中央会館 先着10組 電話でNPO
風の子サークル・保坂☎080－1390－
4310へ
◆パソコンお困り解決相談会
①2月～3月の第2～4㈮各13時30分

～15時30分②2/15㈭、3/15㈭各10時
～14時③2/27㈫、3/27㈫各13時～16
時 ①コミュニティーサロン胡

く る み

桃（JR
新松戸駅下車）②根木内会館（稲荷神社
境内）③アトレ松戸店8階 各日先着①
③6人②9人 ①2時間500円②③50分
500円 電話でぱそこん119☎090－
4428－8931へ
●松元ヒロソロライブ（コント、マイム）
2/9㈮18時30分～20時30分 市民

劇場 中学生以上 2,300円（当日2,500
円）、中学生1,300円（当日1,500円）、
ペア券4,000円（前売りのみ） NPO子
どもっとまつど・駒口☎344－2272（㈪
㈬㈮10時～16時）
●キッズリズム体操体験会
2/10㈯・24㈯、3/3㈯・10㈯各16時

30分～18時 運動公園他 ダンス、平
均台、マット、縄跳び等 5歳～小学生
先着10人 1回500円 電話でキッ

ズリズム体操ホップアップ・安本☎349
－1185へ
◆まつど発達支援フェア
2/11㈷13時～16時 ふれあい22 ミ

ニコンサート、体験型ワークショップ、
ブロック玩具、展示等 NPO子ども子
育て・発達支援研究会☎070－6555－
2295
●①人間関係を深める話し方〔全6回〕
②話力を高める話し方〔全8回〕　
①2月～4月の第2・4㈪13時30分～

15時30分 ②2/20～4/17の ㈫18時45
分～20時45分（4/10を除く） ①勤労
会館②市民劇場 筆記用具 ①6,000円
②10,000円（各別途テキスト代1,000
円） 電話でHR松戸話し方研究会・中
島☎090－2147－7612へ
◆冬の関さんの森から東漸寺の巨木を訪
ねて
2/15㈭10時JR新松戸駅改札集合、12

時30分解散〔雨天中止〕 200円 当日
会場で 関さんの森を育む会・田中☎
343－6022

講演会「校長室から見えた子どもた
ち～子どもの成長について～」
2/17㈯13時30分～15時 馬橋市民

センター 前旭町小学校校長・田中祥
よし

隆
たか

氏 先着42人 300円 電話で子ども
の未来を考える会・佐藤☎312－0124
へ
◆人間関係を改善する「心の境界線」を
学ぼう！
2/17㈯13時30分～15時30分 常盤

平団地いきいきサロン（新京成常盤平駅
下車） 先着10人 300円 電話でファ
ミリーネット新松戸・小川☎090－6544
－1856へ
●歩くスクエアダンス講習会〔全18回〕
2/17～6/23の㈯18時30分～20時

30分（5/5を除く） 明市民センター
小学生～70歳までの初心者 月1,000
円（2月は無料） 電話で松戸パインコー
ンズ・稲

いな

井
い

☎344－0261へ
◆まつど国際文化大使と遊ぼう
2/18㈰10時～13時 稔台市民セン

ター 3歳以上の女児 100円（軽食付
き） 電話でガールスカウト千葉県第
24団・日

ひゅうが

向野
の

☎345－0582へ
●よこすかウインドアンサンブル吹奏楽
コンサート（三つのジャポニスム・風紋・
ゴジラのテーマ・マンボメドレー等）
2/18㈰14時～16時 森のホール21
同楽団・渋谷☎090－6037－3673

◆東葛教育芸術祭（絵画・書道等の展示）
2/20㈫～25㈰各9時～17時 さわや

かちば県民プラザ（柏市） 同芸術祭事
務局・小澤☎04－7149－0536
●男の省エネ料理（女性も可）
2/21㈬10時～13時 市民会館 雑

穀米・筑前煮・ゴマ和え・味噌汁・即席

漬け 先着30人 エプロン・三角巾・
布巾2枚 800円 電話でアースコン・
マツド・川上☎367－5231へ
●松戸市パークゴルフ大会
2/24㈯8時30分～12時、午後フリー
オスカー船橋パークゴルフ場 36

ホールストロークプレー 10歳以上
1,700円（オスカー会員1,600円） 電
話で松戸市パークゴルフ協会・川田☎
090－2148－0017へ
◆西口消防署の救急隊員による心肺蘇生
勉強会
2/24㈯13時～14時 保育園きぼうの

たから（本町13の9） 先着15人 2/15
㈭までに、電話で同園・今村☎308－
3088へ
●市民ダブルスボウリング大会
2/25㈰10時受け付け開始 ときわ平

ボウリングセンター 2人1組8ゲーム
市内在住の小学生以上 先着42組

1人2,500円（高校生以下2,000円）
2/9㈮までに費用を添えて市内各ボウリ
ング場へ 松戸市ボウリング協会・上
田☎090－3207－4623
◆吹奏楽アンサンブル音楽会
2/25㈰12時30分～14時 すまいる

（市民交流会館） 先着80人 当日会場
で おんがく集団四分休符・江坂☎080
－9679－0503
◆ひなまつりに飾るフラワーアレンジメ
ントを作ろう♪
2/25㈰14時10分～16時 明市民セ
ンター 先着10人 3,000円 Eメール
でNフラワーサークル・野村 nomura@
n-fds.jpへ
◆講演会「『子どもの貧困』とはどういう
ことか」
2/25㈰15時～17時（14時30分開場）
千葉西総合病院アネックス館4階講堂

（新京成常盤平駅下車） 法政大学教授・
湯浅誠氏 Eメールで（社福）晴香
kouen0225@gmail.comへ
◆休日乳がん検査
3/3㈯・17㈯各14時～17時 新松戸
中央総合病院 要お問い合わせ 電話で
同病院乳腺ドック窓口☎345－1111へ
◆家庭倫理講演会「ともに生きる」
3/4㈰10時～12時 市民劇場 先着

300人 1,000円 電話で家庭倫理の会
松戸市・浅井☎090－1111－5825へ
◆3.11私たちは忘れない 東日本大震災
被災者支援「大うたごえ喫茶」
3/9㈮13時～16時 森のホール21
先着500人 1,500円 電話で松戸うた
ごえ喫茶・金本☎090－9248－8327へ

●松戸ギタークラブ（クラシックギター
の合奏）
㈬18時～21時、第2㈰13時～17時
市民会館 月1,500円 500円

永松☎342－3825
●健康づくりグループサークル・アキ
（ストレッチ・脳トレ等）
㈭10時～12時 明市民センター

55歳以上の女性 年6,000円 300
円 根本☎080－1200－5493

●フローレ・ジュニアテニスチームスポ
ーツ少年団（硬式）
4月～平成31年3月の㈰8時～10時
金ケ作公園庭球場 小学2年～6年

生 先着30人 月2,000円 2,000
円（保険料含む） 野尻☎388－2565
◆ブルースカイサークル（英会話）
㈭10時～13時30分 市民劇場 月

4,000円 堀☎342－8333

時間①～⑥⑩⑫各9時～12時⑦～⑨⑪各13時～16時　会場シニア交流セ
ンター（①～④は常盤平市民センター）　対象40歳以上　費用①～⑤⑧～
⑫各3,000円⑥⑦各6,000円（別途教材費各500円程度）

コース 日程
①スマホ入門 3/  6㈫
②スマホ・アプリ 3/20㈫
③タブレット（iPad）入門 3/13㈫
④タブレット（iPad）実用 3/27㈫
⑤パソコン入門 3/  8㈭
⑥Word基礎（全2回） 3/  7㈬・14㈬
⑦Excel基礎（全2回） 3/  7㈬・14㈬
⑧Windows10の操作 3/15㈭
⑨デジカメ取込・印刷 3/22㈭
⑩LINE 3/21㈷
⑪Facebook 3/28㈬
⑫個人授業 3/  6㈫

スマホ・パソコン教室 要申込

申2月21日㈬〔必着〕まで
に、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
ンターパソコン教室係
330－5008（☎330－
5005）へ

シルバー人材
センター

　正解814通（応募総数821通）の中から抽選を行い、各
賞の当選者に商品を発送しました。
　当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただ
きます。たくさんのご応募ありがとうございました。

「さいとう（齋藤）」でした正解
広報まつど1月1日号新春クイズ正解発表！

  問広報広聴課
　  ☎366－7320
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 問子ども政策課☎704－4007

コンビニエンスストアー
外環松戸相談所

京成バス
中矢切
バス停

京成バス
中矢切
バス停

郵便局

北総線北総線 矢切駅

入場口

至三郷

東京外かく環状道路（建設中）至市川

至市川

至松戸

上矢切

中矢切

下矢切
県道市川・松戸線

至北
国分
駅

至新柴又駅

　ボール紙と布で、甲冑を手作りします。
日時3月～9月の第2・4水・木曜9時～16時　会場戸
定が丘歴史公園内松雲亭他　対象甲冑を着て松戸ま
つり等のイベントに参加できる人　定員①幼児用②
小人用③大人用各5人（抽選）　費用①5万円②6万5
千円③6万～7万円

2月10日㈯〔消印有効〕までに、往復はがきに住所・
氏名・年齢・電話番号・希望サイズ（幼児用・小人
用・大人用）を記
入して、〒271－
0091松戸市本町7
の3　（一社）松戸
市観光協会事務局

「松戸手作り甲冑
愛好会」へ
問同会・知

ち

久
く

　☎080－5438－
　4039

 かっこいい甲
か っ

冑
ち ゅ う

を作ろう！
講習会参加者募集

2月11日㈷ 11時～17時〔雨天決行〕　※受け付けは16時まで。
中止の場合はホームページでお知らせします。イベント内容は変更
になる場合があります。 会場東京外かく環状道路松戸市区間内（京

成バス中矢切停留所下車）　※
駐車場はありません。公共交
通機関をご利用ください。 内
容停電時に役立つサバイバル体
験コーナー、ロープワークの実
演、防災に役立つグッズとサバ
イバルな食事紹介、 三輪自転車

　松戸市の魅力である「住む人のやさしさ」
「家族の温かさ」をストレートに伝える動画
になっています。

　NHK国際放送局キャスター・山本ミッシェールのぞみ氏が、キャ
スターや国際会議の司会、英語やコミュニケーション学講師として
の経験をもとに、学校・地域での多文化コミュニケーションのあり
方について講演します。
日時2月16日㈮10時30分～12時　会場市民劇場　費用無料
 電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

2月17日㈯ 13時から　会場市民劇場　観覧料無料
　市内および近隣在住・在勤・在学の外国人が、自分の体験や考えを日本語で発表しま
す。練習の成果を聴きに来てください。チェロ・ピアノのアトラクションもあります。
 問（公財）松戸市国際交流協会☎366－7310

松戸初の高速道路で学ぶ新型災害想定体験イベント！

  子育て支援 PR 動画 第2 弾
「世界一の感謝状」 公開

学校・地域の多文化コミュニケーション要申込

小学校家庭教育学級合同閉級式・家庭教育講演会

日本語スピーチコンテスト

3月30日㈮まで、全スクリーンで上映。

QRコードで「松戸の魅力」を！TOHOシネマズららぽーと船橋、MOVIX亀有

サバイバルパーク

CM上映館 YouTube

外国人

問松戸商工会議所青年部☎090－3237－8917、 http://matsudo-yeg.jp/GMSP.html

山本ミッシェールのぞみ氏

4組の家族による感動のサプライズ動画

タクシー「シクロポリタン」での外環道走行（有料）、
各自動車メーカー紹介他　入場料無料

　この動画は、松戸市公式YouTubeチャンネル「まっちゃんねる」で公開中です。 また、
30秒版を松戸市近隣の映画館で本編上映前のCMとして上映しています。

新婚カップル（2年以内）・赤ちゃん（応募時に満2歳未満）の写真募集中!
直接またはＥメールに写真データ、件名・住所・氏名(ふりがな)・名字掲載希望の有無・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、〒271－8588松戸市役所　広報広聴課 
mckouhou@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

平成29年9月生
穏やかで心優しい女性に
育ってください。生まれて
きてくれてありがとう。

平成29年8月生
よく寝てくれる、ママ思いの双子
くんです。外へ出かけると目立つ
ので、注目の的になっています！

平成29年1月生
遊んで食べて寝て、元気いっぱ
い！早く歩きたいよ～と、毎日
自主練習中♪

咲
さ

南
なみ

ちゃん 莉
り

子
こ

ちゃん芝
しば

辻
つじ

歩
あゆ

輝
き

ちゃん（左）・成
なる

輝
き

ちゃん（右）

　2018年がスタートして、早いもので1カ月が経ちま
した。1月7日に行われた「七草マラソン」では多くの市
民ランナーが健脚を競い、5,500人が完走しました。一
番人気がある10キロコースでは、最初にスタートを切っ
た人と最後の人とでは１５０メートル以上離れていたので
はないでしょうか。大変な盛況で、マラソンが得意でな
い私にとって、マラソン愛好家が多いことに感心させら
れました。
　2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは、出
場国に対しておもてなしをする街、ホストタウンとして
国から認定されています。松戸市はルーマニアとドミニ
カ共和国をおもてなしすることになっています。
　今回の七草マラソンでは、ルーマニアから駐日大使
と同国陸上長距離界のホープ2選手、松戸市出身で今
年の箱根駅伝往路5区箱根の山登りで区間2位の好記
録を出した早稲田大学キャプテンの安井雄一選手（常
盤平中卒）が招待選手として参加し、大会を盛り上げて
くれました。
　ルーマニアの2選手は、現役のオリンピック候補選手
だけあって他のランナーを寄せ付けない走りを見せてく
れました。また、両選手は松戸国際高校を訪れ、茶道
など日本の文化を体験したり、松戸市の中学・高校の
陸上部員を相手にランニング教室を開いていただいた
り、また松戸商工会議所で行われたルーマニアフェスタ
ではトークショーにも参加され、多くの市民と交流を深
めていただきました。ありがとうございました。これか
らも、ホストタウンとして松戸市民みんなでルーマニア
の選手を応援しましょう。
　松戸市の子育て支援PR動画第2弾「世界一の感謝状」
が完成し、松戸市近隣の映画館（TOHOシネマズらら
ぽーと船橋、MOVIX亀有）で上映されています。市公
式YouTubeチャンネル「まっちゃんねる」でも見るこ
とができます。市民から公募した4組のご家族が出演し、
日頃の「ありがとう」をサプライズで伝えるという内容
です。中には「松戸市の魅力をPRしたいから」と、お
子さんがご両親を説得して応募されたご家族もあった
そうです。ぜひ一度映画館でご覧ください。

ホストタウン交流

人口と世帯（平成30年1月1日現在） 〔　　〕内は前月比

※平成27年国勢調査の確定値を基準として、集計した常住人口です。

人口 488,706 人 〔 +8 〕 男 243,039 人〔 △30〕
世帯 223,142 世帯 〔 +97 〕 女 245,667 人〔 +38〕

市の公式ホームページ
右のQRコードを読み取ること
でアクセスできます。

パソコン・スマートフォン版 モバイル版

2018.2.1
（平成30年）

　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・氏名等をご記載ください）。

松戸市長   本
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