
松戸宿坂川河津桜まつり

集まれ！コスプレイヤー 身近な防災を学ぶ

お花見デートにも
ピッタリ

桜とともに
沿道を彩ります

地域マネーで
まつりを満喫

　松戸宿商業振興連合会と地域の5商店会が共同で地域おこしイベントを開催し
ます。旧松戸宿エリアの再発見とともに早春の水辺の景色をお楽しみください。
問同まつり実行委員会事務局☎362－5356

3月4日㈰10時30分～19時30分〔雨天決行〕
撮影場所坂川沿い、宝

ほ う

光
こ う

院
い ん

、松
しょう

龍
りゅう

寺
じ

、カフェ&
バル類、n

ナ ム コ

amco東京ガリバー松戸店、戸定が丘
3月4日㈰9時45分～14時
〔途中参加可。雨天決行〕
会場同校　内容防災ゲーム、クイズ、非常食の試食他　費用無料
問松戸まちづくり会議☎090－6000－6653
　文化観光国際課☎366－7327

期間3月11日㈰までの18時～23時
会場坂川ひろば～レンガ橋にかけての坂川沿道

　戸定邸に自生する竹を切り出

　松戸宿商業振興連合会加盟
店・セール協賛店での買い物金
額に応じて、同まつりイベント
会場で使える地域マネー「チェ
リー」を差し上げます。加盟店・
協賛店は「さくらちゃん」のポ
スターが目印です。
期間3月4日㈰まで

行事案内
ホームページ

3月3日㈯・4日㈰
各10時～16時〔荒天中止〕
会場坂川ひろば～松龍寺にかけての
坂川沿道（松戸駅から徒歩約5分）

矢切ねぎまつり 同時開催

河津桜フェス 同時開催 松戸本庁地区
防災フェスタin中部小学校

同時開催

夜桜ライトアップ
開催中

戸定さくら雛
び な

開催中

さくらまつり謝恩セール
開催中

炭火で焼いた「矢切ねぎ」
は最高です！

坂川に桜を見に行こう！

歴史公園　※受付場所は松戸駅西口デッキ　費用2,500円（当日受け付け）
問ケイアイコーポレーション☎03－5875－3367
　文化観光国際課☎366－7327

して作る飾り台に、地元町会の皆さんが手作りしたお雛様を飾
ります。3月3日㈯・4日㈰は坂川沿道にも飾ります。 
期間3月4日㈰まで　会場戸定邸表座敷棟　費用戸定邸入館料

　炭火で焼いた松戸特産「矢切ねぎ」を
ご賞味ください。朝採りねぎの産直販売
もあります。

3月3日㈯・4日㈰各10時～16時
会場河津桜まつり会場内
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●3/17㈯・24㈯、4/8㈰は市民課窓口を開設
●松戸モリヒロフェスタ「和太鼓の公演」
●3月は子どもを見守るパトロール強化月間
		「地球にやさしいエコ活動」
市民活動特集号を折り込んでいます



市ホームページ

　3月・4月は、就職・転勤・入学などで住所を変更する人が最も多い時期
です。混雑解消と平日に手続きできない人のため、市民課窓口を臨時開設
します。
開設時間9時～17時　主な取扱業務●転入、転出、市内転居の届け出●印
鑑登録の受け付け●戸籍届け出の預かり●住民票、戸籍謄抄本、印鑑登録
証明書の発行他　※他市町村や関係機関に確認が必要な手続きなど、一部
取り扱いできない業務があります。 ※各支所の窓口は開設しません。
問市民課☎366－7340

立候補予定者説明会
4月17日㈫14時から　会場市役所議会棟3階特別委員会室
※立候補を予定している人は、事前に市選挙管理委員会事務
局へ出席人数等を連絡の上、出席してください 。
問同事務局☎366－7386

　車いす芸人として活躍中のホーキング青山さんに
よるお笑いライブと弁護士・神保正宏氏の講演を通
して、「障がい」に対する理解を深めます。
日時3月18日㈰14時～16時（13時30分開場）　会場
流通経済大学新松戸キャンパス1号館講堂（JR新松
戸駅下車）　定員先着700人　費用無料　※手話通
訳・要約筆記あり。障がいを理由とした配慮を必要
とする人は、3月9日㈮までに障害福祉課へ連絡を
問障害福祉課☎366－7348、 366－7613

3月17日㈯・24日㈯、4月8日㈰に

6月10日㈰は
 松戸市長選挙の投票日

第2期まつど地域活躍塾入塾説明会第2期まつど地域活躍塾入塾説明会

楽しく学ぶ障害者への配慮楽しく学ぶ障害者への配慮

3月1日㈭10時～11時30分　会場市役所1階連
絡通路　内容住宅用火災警報器クイズ（先着約30
人にプレゼントあり）、住宅用火災警報器の取り
付けが困難な高齢者世帯等への取り付け支援の受
け付け等
問松戸市防火協会事務局（消防局予防課内）
　☎363－1114

住宅用火災警報器キャンペーンを実施します

火災から命を守るために火災から命を守るために

主な火災原因
平成29年 平成28年

1位 放火 22件 放火 19件
2位 たばこ 20件 放火の疑い 15件
3位 放火の疑い 13件 たばこ 14件

平成29年 平成28年
建物 68件 63件
車両 6件 4件
その他 29件 38件
総件数 103件 105件

火災発生件数

千葉県明るい選挙
シンボルキャラクター
「せんきょ君」

10年たったら
とりカエル

第1期まつど地域活
躍塾（講義）の様子

　遊んで知ろう！見て話そう！子どもが主役のステー
ジパフォーマンスから、ものづくり・スポーツ体験な
ど。子どもからパパ・ママ・大人まで楽しめる市民活
動団体がつくるフェスタです！

　各会場を巡って松戸の謎を解くスタンプラリーを
開催。参加者には景品があります。

会場松戸駅東口デッキ　時間10時30分～15時30
分（随時受付）　内容ワークショップ

特別企画  みんなで創ろう！みんなのまつど

会場松戸駅周辺の会場（駅西口・東口デッキ、西口
公園、プラーレ松戸6階・屋上、アトレ松戸8階）
問まつど市民活動サポートセンター☎365－5522、
　 hai_saposen@matsudo-sc.com

3月24日㈯ 10時30分～15時30分

松
戸
さん

・チーバくんも来る
よ
！松

戸
さん

・チーバくんも来る
よ
！

　NPO、ボランティア、町会・自治会等、地域で活動を始
める人のための「第2期まつど地域活躍塾」が7月に開講し
ます。入塾希望者を対象に説明会を開催します。市内の活
動を知り、体験し、自分に合った活動を始めませんか。

日時3月27日㈫14時～15時　会場新松戸
市民センター　定員先着40人　費用無料
 当日会場で
問市民自治課☎366－7062

地域地域でで社会貢献社会貢献したい人集まれしたい人集まれ！！

「火の用心 ことばを形に 習慣に」平成29年度
全国統一防火標語

問消防局予防課☎363－1114

　平成29年中の火災件数は103件で、主な原因は「放火」「たばこ」「放
火の疑い」となっています。建物火災が火災全体の66%、車両火災は
6%、その他火災は28%を占めています。

マナー・習慣が火災を防ぐ
放火   家の周りは整理整頓し、燃えやすい物を

 置かないようにしましょう。
たばこ   「吸い終わったら確実に消す」「灰皿に吸殻を溜めない」「ポイ

捨てをしない」等のマナーを守りましょう。
こんろ   「調理中にその場を離れない」「離れるときは火を止める」等

の習慣をつけましょう。
配線器具   延長コード等は適正な使用と点検・清掃を心がけましょう。

3月1日㈭～7日㈬　　　 　 春 の 火 災 予 防 運 動   

ゲストにホーキング青山さん

2 4月頃まで、市役所周辺道路は大変混雑します。公共交通機関でお越しください。　問財産活用課☎366－7316

●広報まつど　2018年（平成 30年）3月1日



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

東日本大震災を原因とする罹
り

災
さ い

証明書
等の新規申請の受け付けは平成30年3
月30日㈮で終了します
　3/30㈮以前に受け付けた罹災証明書、
罹災届出証明書の再発行は引き続き行い
ます 危機管理課☎366－7309

3月14日㈬11時から防災行政無線を
使った全国一斉情報伝達訓練を行います
　災害時に、全国瞬時警報システム
（J

ジ ェ イ ア ラ ー ト

-ALERT）を通じて送られてくる国から
の緊急情報を、防災行政無線で放送する
訓練です　※J-ALERTは、地震や津波、
武力攻撃等の緊急情報を、国から人工衛
星などを通じて瞬時に伝達するシステムで
す 危機管理課☎366－7309

平成30年度版「家庭ごみの分け方出し
方」のチラシを3月15日㈭の新聞に折り
込みます
　市役所、各支所・市民センターでも配
布しています 環境業務課☎366－7333

平成30年度空き地の雑草刈り取りの紹
介を希望する業者を募集
　雑草の刈り取りを希望する空き地の所
有者等に、市に登録した雑草刈り取り業
者を紹介しています　※個別に刈り取り
依頼者の紹介はしません 3/15㈭まで
に、環境保全課で配布する申出書を同課
環境衛生係（☎366－7336）へ

3月の松戸競輪開催日程
本場開催 3/1㈭～3㈯松戸（FⅡナイター）
場外開催 3/1㈭～4㈰名古屋記念（GⅢ）、
3/5㈪～7㈬小田原（FⅠ）、3/8㈭～11㈰
玉野記念（GⅢ）、3/12㈪～14㈬福井（FⅠ）・
川崎（FⅠナイター）、3/18㈰～20㈫伊東（F
Ⅰナイター）、3/18㈰～21㈷松山ウィナー
ズカップ（GⅡ）、3/23㈮～25㈰小松島国
際自転車（GⅢ） 公営競技事務所☎362
－2181

特別養護老人ホーム「セイワ松戸」が開設
所在地 大橋89 要介護3～5認定を受
け、在宅での介護が困難な人および要
介護1・2認定を受け、特例入所要件に該
当する人 ユニット型60人、多床室40
人 併設ショートステイ（ユニット型10人）、
デイサービス、居宅介護支援 サービス
内容、入所申込について=セイワ松戸開
設準備室☎382－6161（平日9時～17
時30分）、介護保険制度について=介護
保険課☎366－7370　

精神保健福祉士（非常勤職員）を募集
採用日4/1㈰から 勤務時間平日週3日8時
30分～17時（応相談）勤務場所基幹型地
域包括支援センター（市役所本館1階）
業務内容福祉総合相談業務（家庭訪問等
含む）応募資格精神保健福祉士の資格保
有者 募集人数 2人 高齢者支援課☎366
－7343

奨学生の募集と研究機関等への助成
奨学生= 経済的な理由で進学が困難
な県内在住の①高校生②大学生募集人数
①5人②4人 月額給付①1万5千円②3万
円（ともに返済不要）研究機関= 県内
に事務所がある青少年の人材育成を目
的とする自然科学・社会科学の研究機関
等 交付助成額 年10万円 5/8㈫〔必着〕
までに、所定の申込書類を直接または郵
送で〒271－0064松戸市上本郷167　
イワブチ㈱内（公財）光奨学会（☎368－
3356）へ

講座・講演・催し

再生自転車（防犯登録付き）を販売
3/3㈯9時～12時（8時30分から整理

券配布） シニア交流センター 販売台数
約25台価格 5千円～1万2千円 （公社）
松戸市シルバー人材センター☎330－
5005

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
3/8㈭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

子ども向けプログラミング教室「コー
ダー道場まつど」
3/10㈯14時～16時 松戸観光案

内所2階 小学生（保護者同伴） ノー
トパソコン 先着6人 C

コ ー ド

ode f
フ ォ ー

o r 
M
マ ツ ド

atsudoホームページで 文化観光国
際課☎366－7327

 

住宅リフォーム①相談②市民講座
3/10㈯①10時～12時、14時～16時

②13時～14時 八柱市民センター 松
戸住宅リフォーム相談員協議会☎365－
5252

羽田空港の機能強化等に関する市民相
談会・パネル展示
3/11㈰11時～17時 船橋市勤労市

民センター（船橋駅下車） 当日会場で
国土交通省「羽田空港のこれから」に

関するご意見窓口☎0570－001－160、
環境保全課☎366－7337

まつど市民活動サポートセンターの催し
①やる気があがるチームづくりシリーズ
「楽しく活動が広がる！ボランティアコー
ディネートのコツ～子ども食堂の事例から
学ぶ～」 3/11㈰14時～16時 小金
ほのぼの食堂の会代表・安

あ

達
だち

里
り

季
き

氏 継
続的に関わるボランティアを増やしたい
団体等 先着15人②NPOマネジメント
セミナー「実践事例から学ぶ！成果が上
がる組織づくりのコツ」 3/17㈯13時30
分～16時 同センター長・阿部剛氏
NPO・市民活動の運営や活動に関わって
いる人 先着50人

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

Google無料サービス活用編～メーリン
グリスト・申し込みフォーム・ファイル共
有～
3/13㈫18時～20時 新松戸市民活

動支援コーナー まつど市民活動サポート
センター長・阿部剛氏 市民活動やNPO
の活動をしている人 先着15人 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

ふれあい教室「朗読をきくかい」
3/14㈬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」を配布します
　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 3/15㈭10時～10時30分 もく
れん公園（新松戸6の271）、六実第2公
園（六高台2の97） 各先着100人 市
民安全課☎366－7285

協働まちづくりセミナー＆交流会in松戸
～だれもが創造的に働く、持続可能なま
ちに向けて～
3/18㈰①10時～12時②13時15分～

16時45分 文化ホール内松戸フュー
チャーセンター ①講演「選ばれて残る！

これからの組織や活動に不可欠なポイン
ト」②事例発表・懇談 ①允

いん

治
ち

社
しゃ

・泉
いずみ

貴
よし

嗣
つぐ

氏②o
お む す び

musubi不動産・殿塚建吾氏、（公
財）日本ケアフィット共育機構・佐藤雄一
郎氏 、おやこカフェ・佐藤紘

ひろ

孝
たか

氏、東京
ベイ信用金庫・市原裕

ひろ

彦
ひこ

氏 各先着40
人 3/9㈮までに、電話またはFAX・Eメー
ルに住所（市区町村まで）・氏名・電話番
号・団体名（所属先がある場合）を記入
して、千葉県県民生活・文化課☎043－
223－4133、 043－221－5858、
npo-vo@mz.pref.chiba.lg.jpへ

春のc
コ ー ヒ ー

off ee m
ミュージック

usic
　松戸市出身のシンガー・ソングライ
ター・吉崎さとし氏によるギターの弾き
語りと、インドネシア出身のセンレワリノ
氏がハンドドリップしたコーヒーをお楽
しみください 3/21㈷11時・13時から
（各45分） 戸定が丘歴史公園内松雲
亭 各先着20人 各1,000円 電話で
（一社）松戸市観光協会・吉崎☎080－
3176－9314へ

シティー・ミニコンサート～春のバリトン
音風景～
3/28㈬12時15分～12時45分（11時

30分開場） 市役所市議会議場曲目オー・
ソレ・ミオ、歌劇『ファルスタッフ』より
"夢かまことか"（ヴェルディ）他 演奏者小
林大祐氏（バリトン）、山中麻

ま

鈴
りん

氏（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）

桜フレンチジャズ
3/31㈯13時～13時40
分、14時30分 ～15時
10分 戸定邸表座敷
棟出演者北

きた

床
とこ

宗
そう

太
た

郎
ろう

氏
（ヴァイオリン）他3人
曲目 美しく青きドナウ、
黒い瞳他 戸定歴史
館・戸定邸共通入館料 当日会場で
戸定歴史館☎362－2050

会 議

教育委員会会議
3/8㈭15時から 京葉ガスF松戸ビル

5階会議室（傍聴は14時30分から受け付
け） 教育企画課☎366－7455

戸定邸保存活用審議会
3/12㈪14時30分から 戸定が丘歴

史公園内松雲亭 傍聴定員先着6人（14時
20分まで受け付け） 戸定歴史館☎362
－2050

時間①～③⑥～⑨⑫各13時～16時④⑤⑩⑪各9時～12時　会場シニア交
流センター（①～⑤は常盤平市民センター）　対象40歳以上　費用①～⑥⑨
～⑫各4,000円⑦⑧各8,000円（別途教材費各500円程度）

コース 日程
①スマホ入門 4/  3㈫
②スマホ・アプリ 4/17㈫
③タブレット（iPad）入門 4/12㈭
④タブレット（iPad）実用 4/24㈫
⑤Wi－Fiの基本・活用 4/26㈭
⑥パソコン入門 4/  5㈭
⑦Word基礎〔全2回〕 4/  4㈬・11㈬
⑧Excel基礎〔全2回〕 4/18㈬・25㈬
⑨Windows10の操作 4/19㈭
⑩メールの操作 4/19㈭
⑪名刺・ラベルの作成 4/18㈬
⑫個人授業 4/10㈫

申3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
タースマホ・パソコン教室
係 330－5008（☎330
－5005）へ

スマホ・パソコン教室 要申込シルバー人材
センター

※子ども運賃は半額。 ※五香駅西口から白井聖地公園行きは乗車のみ、
白井聖地公園から五香駅西口行きは降車のみの運行。　※降車する停
留所を告げて運賃をお支払いください（前払い）。
問ちばレインボーバス㈱☎0476－46－0022

白井聖地公園行き（往路） 五香駅西口行き（復路）
停留所 五香駅

西口
旧六高台
病院

六実駅
入口 停留所 白井聖地

公園
運
賃

現金 620円 540円 490円 運
賃

往路区間と
同額ICカード 618円 536円

時
刻

  8時 00　30 05　35 10　40

時
刻

8時
  9時 9時
10時 50 55 10時 00　30
11時 20 25 00　30 11時
12時 12時 50
13時 40 45 50 13時 20
14時 14時
15時 15時 40

運行日3月18日㈰・21日㈷　所要時間片道約40分　
運行区間新京成五香駅西口～旧六高台病院～六実駅入口～白井聖地公園

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 3

●広報まつど　2018年（平成 30年）3月1日

3月10日㈯に、広報まつど地域福祉計画特集号を発行します。  問地域福祉課☎366－3019



講座名 日時 定員（先着） 受講料

日商簿記3級受験講座〔全13回〕 4/12～5/31の㈪㈭9:30～12:30
（4/30、5/3を除く）　 20人 20,000円

日商簿記2級受験講座〔全12回〕 8/4～10/27の㈯10:00～16:00（8/11を除く） 20人 30,000円
左官1級・2級技能検定事前講座（実技コース）〔全4回〕 6/24㈰・30㈯、7/8㈰・14㈯各9:00～17:00 20人 32,000円
左官1級・2級技能検定事前講座（学科コース）〔全4回〕 8/21㈫～24㈮各18:00～21:00 20人 5,000円

宅地建物取引士受験講座〔全35回〕 4/19～8/28の㈫㈭18:30～21:00
（5/1・3、8/14を除く） 20人 50,000円

行政書士受験講座〔全30回〕 4/23～8/20の㈪㈬18:30～21:00
（4/30、5/2、7/16、8/13・15を除く） 20人 45,000円

マンション管理士・管理業務主任者受験講座〔全27回〕8/24～10/31の㈪㈬㈮18:30～21:00（9/17・24、10/8を除く） 20人 45,000円

ビジネス中国語会話講座〔全12回〕 5/8～7/31の㈫19:00～20:30（7/3を除く） 20人 13,000円
NEWスペイン語入門講座〔全12回〕 5/7～7/30の㈪13:00～14:30（7/16を除く） 20人 13,000円
英会話基礎講座〔全10回〕 4/17～6/26の㈫10:00～11:30（5/1を除く） 25人 10,000円
英会話初級講座〔全12回〕 4/4～6/27の㈬13:00～14:30（5/2を除く） 25人 13,000円
英会話中級講座〔全12回〕 4/4～6/27の㈬10:00～11:30（5/2を除く） 25人 13,000円
シンプル中国語会話入門講座〔全12回〕 5/11～8/3の㈮10:00～11:30（6/29を除く） 20人 13,000円
韓国語入門講座〔全18回〕 4/13～9/21の㈮13:40～15:10（5/4、8月を除く） 25人 20,000円
韓国語初級講座〔全18回〕 4/13～9/21の㈮12:00～13:30（5/4、8月を除く） 25人 20,000円
韓国語中級講座〔全18回〕 4/13～9/21の㈮10:15～11:45（5/4、8月を除く） 25人 20,000円
健康ヨーガ入門講座〔全12回〕 4/6～6/29の㈮10:00～11:30（5/4を除く） 25人 12,000円
陶芸入門講座〔全12回〕 4/5～6/28の㈭10:00～12:30（5/3を除く） 18人 12,000円
実用書道講座〔全12回〕 4/7～6/30の㈯10:00～11:30（5/5を除く） 25人 12,000円

切り絵講座〔全4回〕 5/8㈫・22㈫、6/5㈫・19㈫各13:00～16:00 15人 4,000円
8/28㈫、9/11㈫・25㈫、10/9㈫各13:00～16:00 15人 4,000円

※テキスト代等別途費用がかかる場
合があります。  
※1人で複数人数分の申し込みは不可。  
※受け付け開始時に定員を超えた場
合のみ抽選。

3月5日㈪9時から、受講料を添えて
直接同センター（小金原1の19の13、
☎349－3200）へ　※受講費用の
一部を助成する若年者職業訓練講座
助成金制度の詳細は、商工振興課☎
711－6377へお問い合わせくださ
い。

松戸地域職業松戸地域職業
訓練センター講座訓練センター講座

（前期）（前期）
受講者募集受講者募集 要申込

障害者福祉センターふれあい教室参加者募集 要申込

会場 クラブ名 活動日時 募集人数

①
六
実
高
柳

パンフラワーパンフラワー 第2･4㈫10:00～12:00第2･4㈫10:00～12:00 1人1人
詩吟詩吟 第1･3㈮13:30～15:30第1･3㈮13:30～15:30 3人3人
書道書道 第2･4㈬13:00～15:00第2･4㈬13:00～15:00 2人2人
茶道茶道 第1・3㈫12:30～16:30第1・3㈫12:30～16:30 2人2人

生花生花 第2㈭13:00～15:00第2㈭13:00～15:00
第4㈭10:00～12:00第4㈭10:00～12:00 2人2人

②
常
盤
平

華道（華道（龍龍
りゅう

生生
せい

派）派） 第2･4㈫9:30～12:00第2･4㈫9:30～12:00 若干名若干名
英語を楽しむ会英語を楽しむ会 第1～3㈫10:00～12:00第1～3㈫10:00～12:00 2人2人
カラオケカラオケ 毎週㈫13:00～15:45毎週㈫13:00～15:45 6人6人
友友
ゆう

禅禅
ぜん

染染
せん

色色
しょく

第1･3･5㈬9:30～13:00第1･3･5㈬9:30～13:00 5人5人
フラダンスフラダンス 第2･4㈬10:00～12:00第2･4㈬10:00～12:00 10人10人
日本舞踊（日本舞踊（坂坂

ばん

東東
どう

流）流） 毎週㈬13:00～15:00毎週㈬13:00～15:00 10人10人
茶道茶道 第1～4㈬9:30～14:00第1～4㈬9:30～14:00 2人2人
詩吟（詩吟（神神

しん

風風
ぷ

流）流） 第1･3･5㈭10:00～12:00第1･3･5㈭10:00～12:00 2人2人
歌唱（カラオケ）歌唱（カラオケ） 毎週㈭13:00～15:45毎週㈭13:00～15:45 5人5人
あじさい（カラオケ）あじさい（カラオケ） 毎週㈮9:30～12:30毎週㈮9:30～12:30 5人5人
手芸（フランス手芸（フランス刺刺

し

繍繍
しゅう

）） 第1･3㈮10:00～13:00第1･3㈮10:00～13:00 若干名若干名
民舞民舞 第1･3･5㈮13:00～16:30第1･3･5㈮13:00～16:30 10人10人
民謡民謡 第2･4㈮13:00～16:30第2･4㈮13:00～16:30 5人5人
社交ダンス社交ダンス 毎週㈯12:30～16:00毎週㈯12:30～16:00 男5人･女3人男5人･女3人
俳句俳句 第4㈰13:00～16:30第4㈰13:00～16:30 若干名若干名
ギターでギターで愉愉

たの

しい会しい会 毎週㈰10:00～12:00毎週㈰10:00～12:00 2名2名
将棋将棋 休館日を除く毎日13:00～16:30休館日を除く毎日13:00～16:30 10人10人

会場 クラブ名 活動日時 募集人数

③
小
金
原

墨絵墨絵 第1･3･4㈫9:00～12:00第1･3･4㈫9:00～12:00 10人10人
編み物編み物 第1～3㈬9:00～12:00第1～3㈬9:00～12:00 2人2人
英会話英会話 第1･3･4㈫13:00～16:00第1･3･4㈫13:00～16:00 10人10人
華道華道 第1･3･4㈬9:00～12:00第1･3･4㈬9:00～12:00 5人5人
民謡民謡 第1～3㈬13:00～16:00第1～3㈬13:00～16:00 10人10人
民踊民踊 第1～3㈯13:00～16:00第1～3㈯13:00～16:00 10人10人
茶道茶道 第1～3㈭9:00～12:00第1～3㈭9:00～12:00 5人5人
詩吟詩吟 第1～3㈭13:00～16:00第1～3㈭13:00～16:00 10人10人
書道書道 第1･3㈭9:00～12:00第1･3㈭9:00～12:00 7人7人
日舞と新舞踊日舞と新舞踊 第1～3㈯9:00～12:00第1～3㈯9:00～12:00 5人5人
俳句俳句 第2･4㈮13:00～16:00第2･4㈮13:00～16:00 男女各2人男女各2人

④
東
部

民謡民謡 第1～4㈮10:00～15:00第1～4㈮10:00～15:00 10人10人
パンフラワーパンフラワー 第1㈭10:00～15:00第1㈭10:00～15:00 10人10人
手遊び手遊び 第2㈭10:00～12:00第2㈭10:00～12:00 10人10人

⑤
矢
切

書道（1）書道（1） 第1･3㈭10:00～12:00第1･3㈭10:00～12:00 7人7人
書道（2）書道（2） 第1･3㈫10:00～12:00第1･3㈫10:00～12:00 10人10人

俳句俳句 第2㈬･第4㈮10:00～12:00、13:00第2㈬･第4㈮10:00～12:00、13:00
～15:00～15:00 若干名若干名

茶道（表千家）茶道（表千家） 第1～4㈫13:00～15:00第1～4㈫13:00～15:00 若干名若干名
コーラスコーラス 第1･3㈬9:30～11:00第1･3㈬9:30～11:00 5人5人
そろばんそろばん 毎週㈭13:00～15:00毎週㈭13:00～15:00 5人5人
詩吟（神風流）詩吟（神風流） 第1～4㈬10:00～12:00第1～4㈬10:00～12:00 6人6人
かるた（楽しい百人一首）かるた（楽しい百人一首） 第3㈯13:00～15:00第3㈯13:00～15:00 10人10人
陶芸（初心者）陶芸（初心者） 毎週㈯9:30～12:00毎週㈯9:30～12:00 若干名若干名
フォークダンスフォークダンス 第1～4㈬13:00～15:00第1～4㈬13:00～15:00 10人10人
ハワイアンダンスハワイアンダンス 第2･4㈮13:00～15:00第2･4㈮13:00～15:00 10人10人
囲碁囲碁 休館日を除く毎日12:00～16:00休館日を除く毎日12:00～16:00 若干名若干名
民謡民謡 第1～4㈮10:00～12:00第1～4㈮10:00～12:00 6人6人
社交ダンス社交ダンス 第1･2･4㈯13:00～15:00第1･2･4㈯13:00～15:00 若干名若干名
折紙折紙 第1･3㈮13:30～15:30第1･3㈮13:30～15:30 6人6人
新舞踊新舞踊 第2･4㈭10:00～12:00第2･4㈭10:00～12:00 10人10人
華道（わかば古流）華道（わかば古流） 第2･4㈮13:30～15:00第2･4㈮13:30～15:00 若干名若干名

⑥
野
菊
野

水墨画水墨画 第2･4㈮10:00～12:00第2･4㈮10:00～12:00 若干名若干名
あみものあみもの 第2･4㈯10:00～12:00第2･4㈯10:00～12:00 若干名若干名
書道書道 第1･3㈮10:00～12:00第1･3㈮10:00～12:00 15人15人

教室名 日時

機能
訓練

リハビリ・個別 第1～4㈪ 13:00～16:30

リハビリ・集団 第1～3㈬ 13:00～15:00

社
会
適
応
訓
練

パソコン・A（初級者・基本）第2・4㈰ 14:00～16:00

パソコン・B（初級者・活用）第1・3㈫ 10:00～12:00

パソコン・C（中級者・基本）第1・3㈯ 10:00～12:00

パソコン・D（中級者・活用）第1・3㈪ 10:00～12:00

パソコン・E（上級者） 第1・3㈮ 10:00～12:00
中途失聴者・難聴者のための
手話教室 第3㈰ 10:00～12:00

教室名 日時

創
作
活
動

陶芸 第1・3㈫ 14:00～16:00
生け花 第1・3㈪ 14:00～15:30
水彩画 第1・3㈬ 10:00～12:00
書道・A 第1・3㈫ 14:00～15:30
書道・B 第2・4㈫ 10:00～11:30
絵手紙 第1・3㈬ 14:00～16:00
バードカービング 第1・3㈰ 14:00～16:00
押し花 第2・4㈬ 14:00～16:00
編物 第1・3㈮ 13:00～15:00
さをり織り（A） 第2・4㈮ 10:00～12:00
さをり織り（B） 第2・4㈮ 13:00～15:00
墨絵 第2・4㈰ 10:00～12:00

教室名 日時
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

コーラス 第2・4㈪ 10:30～12:00
フラダンス 第1・3㈭ 13:00～15:00
車椅子レクダンス 第2㈯ 13:00～16:00
卓球・親子 第1・3㈰ 13:00～15:00
卓球・個人 第1・3㈰ 15:00～17:00
カローリング 第2㈯ 10:00～12:00
カラオケ 第1～4㈮ 10:00～12:00

そ
の
他

囲碁 毎週㈮ 13:00～17:00
朗読をきくかい 第2㈬ 10:00～11:30

会場①～④（先着順）＝3月1日㈭～8日㈭9時～16時（5日㈪を除く）の
間に、直接または電話で各会場の老人福祉センター①六実高柳老人福祉セン
ター☎386－3478②常盤平老人福祉センター☎382－5125③小金原老人
福祉センター☎344－8270④東部老人福祉センター☎392－3701へ
会場⑤⑥（抽選）＝3月14日㈬〔必着〕までに、往復はがきに希望クラブ名･
住所･氏名･年齢･電話番号を記入して、各会場の老人福祉センター⑤〒271
－0094松戸市上矢切299の1　矢切老人福祉センター（☎368－1508）⑥
〒270－2243松戸市野菊野5　野菊野敬老ホーム（☎361－1901）へ

会場各老人福祉センター　対象市内在住の60歳以上　費用無料（クラブに
よって材料費が必要）

3月7日㈬9時から、直接または
電話・FAXに講座名・住所・氏名・
生年月日・電話（FAX）番号・障害
者手帳の番号・障がいの種類（障害
者手帳のとおりに）・等級を記入し
て、障害者福祉センター☎383－
7111、 383－7810へ

期間4月から1年間（パソコンは6カ月間、さをり織りは4カ月間）　対象市内在住の18歳以上で障害者手帳を持っ
ている人または準ずる人および難病のある人〔機能訓練（リハビリ）の対象は、身体障害者手帳を持っている人で、
四肢または体幹に障がいがあり、医療機関での治療が終了して1年を経過し、他の施設などで訓練を受けていな
い65歳未満の人〕　定員各15人程度（パソコンは5人、さをり織りは6人）　費用無料（教材費・材料費・消耗品
費は実費）　※すでに講座に参加している人や待機中の人も、再度申し込みが必要です。

老人福祉センタークラブ活動の会員募集 要申込

4 4月頃まで、市役所周辺道路は大変混雑します。公共交通機関でお越しください。　問財産活用課☎366－7316
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3月8日㈭・13日㈫・16日㈮・20日㈫・22日㈭・23日㈮・27日㈫・29日㈭
各10時30分～11時、14時30分～15時　会場子ども読書推進センター
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

日時 会場（駐車場はありません）

3/ 9㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
3/13㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
3/16㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
3/20㈫11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・システム（野菊野子ども園内）
3/22㈭10:30～11:00 矢切公民館
3/23㈮11:20～11:50 根木内こども館（晴香園内）
3/28㈬10:30～11:00 E-子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　問子ども読書推進センター☎331－0077

子ども読書推進センターからのお知らせ

市民センターおはなし会
日程 会場
3/  9㈮ 明市民センター
3/16㈮ 五香市民センター
3/20㈫ 小金原市民センター
3/21㈷ 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

3/22㈭ 和名ケ谷スポーツセンター
（分館内）

3/23㈮ 新松戸市民センター
3/27㈫ 小金市民センター（分館内）

3月3日㈯・24日㈯・25日㈰各10時～16時　会場21世紀
の森と広場内森の工芸館　内容公園の中で春を見つけよう！
（25日㈰は10時30分から「公園内を探検しよう」を開催、当日
受け付け、先着30組）　対象乳幼児と保護者、小学生～18歳
※3月18日㈰は、モリヒロフェスタのイベントとして同広場
パークセンター前で「落ち葉プール」他を開催します。
問野菊野こども館☎331－1144（火～日曜13時～18時）

　大切に使っていて壊れてしまったおも
ちゃを、おもちゃのドクターが治します。
日時3月13日㈫10時30分～13時　会場小
金市民センター　費用無料（電池等の材料
費がかかる場合もあります）
電話で小金市民センター☎343－8641へ

森のこども館に森のこども館に
遊びに行こう！遊びに行こう！

おもちゃの病院 要申込

総合医療センター神経内科外来の初診
予約専用電話番号が変わりました
変更後の電話番号☎712－2631（月～木曜14
時～16時）
問同センター同外来☎712－2511（内線1419）
　
認知症について知ろう！
考えよう！
3月5日㈪～9日㈮各9時30分～16時30分　会
場市役所1階連絡通路　内容認知症簡易チェッ
クや認知症クイズ、認知症の相談他　費用無料
問高齢者支援課☎366－7343

がん患者・家族「緩和ケア教室」
3月13日㈫14時～15時（13時45分から受け付
け）　会場総合医療センター8階特別カンファレ
ンス室　内容がん患者のこころのケア　定員先
着15人　費用無料
問同センターがん診療対策室☎712－2511（内
線1025）

健康塾「症状がなくて
も怖い糖尿病を知ろ
う！～血糖値が高いと何がおこるの？
～」要申込
3月15日㈭14時30分～16時　会場東松戸病院
1号館2階大会議室　講師同病院内科医・安達佳
宏　定員先着60人　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

介護者も集うオレンジ
カフェ
甘酒、お菓子等を用意してお待ちしています。

日時3月18日㈰13時30分～15時　会場シニア
交流センター　※送迎あり。13時に馬橋市民セ
ンター駐車場発。　費用甘酒1杯100円（お茶
菓子付き）
問馬橋西高齢者いきいき安心センター☎711－
　9430

市民公開講座「健康と受動喫煙を考え
る」
3月18日㈰14時から（13
時30分開場）　会場聖徳
大学川並香順記念講堂
内容長野オリンピックス
ピードスケート金メダ
リスト・清水宏

ひろ

保
やす

氏の
講演他　費用無料
問松戸市医師会
☎368－2255

介護予防体操 要申込
3月①20日㈫②22日㈭各14時～15時　会場シ
ニア交流センター　内容自宅でできる介護予防
体操　講師松戸整形外科病院リハビリテーショ
ン科理学療法士①中嶋良

りょう

介
すけ

氏②原素
もと

木
ぎ

氏　対象
市内在住の60歳以上　定員各先着30人　持ち
物飲み物、タオル、動きやすい服装　費用無料
電話で同センター☎343－

0521へ

市民医療セミナー
3月24日㈯①13時から②14
時15分から③15時30分から
会場総合医療センター2階大
会議室　内容①こどもの整形
外科とは②抗がん剤の上手な
使い方③糖尿病を正しく知っ
てしっかり治療　講師①整形
外科医師・品田良

よし

之
ゆき

②がん診
療対策室長・五

さ お と め

月女隆
たかし

③健康
管理室長・田代淳

じゅん

　定員各先
着100人　費用無料
問同センター地域連携課☎712
－0551

脳活体操 要申込
4月～平成31年3月の毎月第3
木曜14時15分～15時　会場
馬橋市民センター　内容スト
レッチ運動で体を動かしなが
ら脳の活性化　定員各先着40

人　持ち物タオル、飲み物、動きやすい服装　
費用各200円
電話で同センター☎342－9690へ

体操教室 要申込
4月～平成31年3月の毎月
第2・4火曜10時30分～11時30分　会場旭神経
内科リハビリテーション病院　内容頭と身体を
使った体操を習得し、介護予防のための運動習
慣を身に付ける（自主トレーニングメニュー付
き）　講師同病院健康運動指導士・西原稜太氏
対象小金原地域在住で介護認定を受けていな
いおおむね65歳以上　定員先着30人（初めて参
加の人優先）　費用無料
3月9日㈮までに、電話で小金原高齢者いきい
き安心センター☎383－3111へ

「本人モード」では
全ての項目をチェック

すると、金魚鉢にいろいろ
なキャラクターが

現れます

　こころの体温計は、パソコン・スマートフォン・携帯電
話から気軽にいつでもどこでも、メンタルヘルスチェック
ができます。「本人モード」「ストレス対処法タイプテスト」
「睡眠障害チェック」「楽観主義のすすめ（こころのエンジ
ン）」モード等に加え、相談窓口を知ることもできます。
　こころの体温計ホームページまたは無料のスマホアプリ
から利用できます（通信料は自己負担）。ぜひ、こころの
ケアに役立ててください。
問各保健福祉センター
　中央（☎366－7489）
　小金（☎346－5601）
　常盤平（☎384－1333）

「こころの体温計」で
メンタルヘルスチェックをしませんか

３月は自殺対策強化月間

こころの体温計
ホームページ

清水宏保氏
ⒸS.Yamagishi

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 9
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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2・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

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 住宅政策課
☎366－7366

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

◆歌って健康！杉山公
こう

章
しょう

の歌声
コンサートin松戸市
3/29㈭13:00
会場市民劇場　費用全席自由
1,500円　※当日券は500円増
し　※車椅子等で介助を要する
人の付き添いは1人まで半額（発
売中）
◆仮面ライダースーパーライブ
2018　歴代仮面ライダー集結！
音と光のBEST MATCH！
4/28㈯10:00、13:30
会場大ホール　費用全席指定
3,000円　※2歳以下膝上鑑賞
無料、座席が必要な場合は有料
（発売中）
◆さだまさしコンサートツアー
2018
5/19㈯17:00
会場大ホール　費用全席指定
8,640円　※未就学児入場不可
（3/31㈯発売）
◆岡村孝子CONCERT2018
6/16㈯18:00
会場大ホール　費用全席指定
6,500円　※3歳以上有料（発売中）
◆平原綾香CONCERT TOUR
2018
6/30㈯17:30
会場大ホール 費用全席指定
6,800円　※未就学児入場不可
（3/3㈯発売）

◆松戸市文化芸術振興講演会
『半七半八（はんしちきどり）』上
映会
3/3㈯18:30
文化観光国際課☎366－7327

◆家庭倫理講演会　★
3/4㈰10:30
浅井☎090－1111－5825（事

前申込制）
◆松戸ロータリークラブ　文化・
スポーツ大賞表彰式
3/7㈬16:00
同クラブ・篠宮☎090－3477

－3893（事前申込制）
◆P

ポ ン テ

onte C
コ ン サ ー ト

oncert Vol.3　★
3/11㈰15:30
小嶋☎080－1237－2345（事

前申込制）
◆松戸童謡の会 童謡を歌う（月
例会）　★
3/14㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆コンサートと医療・介護の講演
3/15㈭14:00
松戸クラシック音楽を楽しむ

会☎090－1805－2206
◆一芸と川の歌コンサート　★
3/16㈮13:00
阿部☎080－5058－6754

◆『いきたひ』～看
み

取
と

り・命のバト
ン～上映会＆監督講演会in松戸
3/17㈯18:30
万
まん

星
せい

別館☎361－4531（事前
申込制）
◆松戸PV音楽教室発表会
3/21㈷10:00、13:00
同教室☎367－8338

◆第四中学校吹奏楽部OB・OG
演奏会
3/21㈷19:00
福田☎080－3309－0519

◆春のハーモニカを楽しむ演奏会
3/24㈯12:30
萩野☎364－9805

●三世代交流グラウンド・ゴルフ
大会
3/10㈯9:00～12:00　会場松
ケ丘小学校　 星☎369－2412
●ソフトバレーボール教室
3/11㈰9:00～11:00　会場常盤
平体育館　 浅野☎090－4012
－7686
●グラウンド・ゴルフ①大会②教
室
①3/11㈰9:00～12:00②3/25
㈰9:00～13:00　会場①六高台
スポーツ広場②新松戸西小学校
費用①のみ100円　 ①伊藤

☎090－8027－8076 ②矢野
☎090－3107－0348
●スポレク地域祭グラウンド・ゴ
ルフ大会
①3/11㈰〔雨天の場合は3/18㈰〕
9:00～13:00②3/18㈰9:00～
12:00　会場①小金北②八ケ崎
各小学校　定員①のみ先着140
人　 ①堀☎344－1735②峯

みね

田
た

☎341－2978
●ファミリースポーツ教室
3/25㈰9:00～12:00　会場新
松戸西小学校　 宮崎☎346－
4327

◆松戸国際高校演劇部自主公演
3/24㈯18:30
松戸国際高校・諸岡☎386－

0563
◆ピアノ発表会＆ミニコンサート
3/25㈰10:30
榎本☎090－5815－9572

◆秘蔵っ子カラオケ発表会
3/27㈫10:00
和田☎070－6564－5698

◆歌って健康！歌声コンサート　★
3/29㈭13:00
㈱マイソング☎03－5774－

1414
◆のぞみ会生バンド・カラオケ歌
謡祭
3/30㈮9:30
希望会☎090－3218－5527

◆藤間流日本舞踊「さすけ会・お
浚
さら

い会」
3/31㈯12:30
藤間☎080－6687－2513

◆①ヨガ②ビューティーピラティス
3月の木曜①13:00～13:50②
14:00～14:50　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
3/3㈯19:00～21:00　会場大橋
小学校　持ち物上履き　 佐藤
☎080－5084－7077
◆①体幹美Body②コンディショ
ニングエクササイズ
①3/5～19の月曜11:00～12:00
②3月の水曜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
◆①骨盤ヨガ②コンディショニン
グエクササイズ
①3/5～19の月曜9:30～10:30
②3月の火曜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

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

2 金 SKY-HI TOUR2018　★ 18:30 DISK GARAGE☎050－5533－0888

3 土 布施明 AKIRA FUSE LIVE2018　★ 17:00 Ro-Onチケット☎365－9960

10 土 「おかあさんといっしょ」 ガラピコぷ～がやってきた！！　★
13:30
16:00

森のホール21チケッ
トセンター ☎384－
3331

18 日
氷川きよしコンサートツアー
2018～日本全国　歌の渡り鳥
3～　★

14:30
18:30

ベルワールドミュー
ジック☎03－3222－
7982

21 祝 JIN AKANISHI LIVE　★ 17:30 ラウンド・アバウト☎03－6418－7205

22 木 小金高校吹奏楽部定期演奏会 18:00 同校・中島☎341－4155

24 土 モーニング娘。誕生20周年記念コンサートツアー　★
15:00
18:30

㈱オデッセー
☎03－5444－6966

25 日 松戸六実高校吹奏楽部定期演奏会 17:00 同校・吉田☎385－5791

27 火 第四中学校吹奏楽部定期演奏会 18:00 同校☎387－5311

28 水 和名ケ谷中学校吹奏楽部定期演奏会 13:00 同校・村越☎391－1818

29 木 国府台高校吹奏楽部定期演奏会 15:00 同校・福田☎373－2141

小
ホ
ー
ル

4 日 スターバレエアカデミー勉強会 16:30 星川☎090－5417－3666

9 金 東日本大震災被災者支援　大うたごえ喫茶　★ 13:00 金本☎090－9248－8327

17 土 ゆいの花音楽会ファミリーコンサート 13:30 駒木☎080－3511－5364

23 金 唄
うた

と踊りの祭典 10:00 安部☎090－6152－0325

27 火 アミューズ新体操クラブ演技発表会 13:30 大門☎090－2448－2744

29 木 まつど高校演劇フェスティバル 11:00
同事務局（専修大学松
戸高校）・浅田
☎362－9101

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3月分の催し
物はありません。

市民会館
☎368－1237 

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「基本操作と名簿
づくり」
4/30㉁までの希望日10時～12時、

13時～15時、15時～17時、18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 各2,000円
電話で同NPO・石井☎703－7284へ
◆親子で遊ぼう！リズム運動他
①3/1㈭・15㈭②③3/5㈪・12㈪①②

各11時15分～12時15分③各10時～11
時 ①常盤平体育館②③運動公園武道
館 ①②2歳③1歳6カ月～未就学児と
保護者 各先着20組 各500円 電話
でプチさくらんぼクラブ・佐藤☎311－
1907へ
●健康麻雀見学・体験会
3月の㈪㈬㈭㈮12時～17時 JR新八

柱駅周辺（健康麻雀サークルひまわりの
会事務所） 中級者以上 各1,200円
電話で同会・千

ち

田
だ

☎070－6436－3577
（昼間のみ）へ
●健康体操教室（ストレッチ体操、リズ
ムダンス等）
3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
◆司法書士法律相談
3月～4月の㈯10時～15時 松戸商

工会議所 各先着8人 電話でちば司法
書士総合相談センター☎043－204－
8333へ
◆女性司法書士による女性のための「相
続・遺言」相談会
3/3㈯・10㈯・31㈯各10時、13時、15

時から 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）へ
◆ダンスパーティー
3/4㈰・19㈪・26㈪各13時20分～16

時30分 リフレッシュプラザ柏（東武
野田線逆井駅下車） 各先着100人 各
500円 電話でケイ&シン・野沢☎090
－9374－5258へ
◆健康麻雀体験会
①3/5㈪・10㈯・14㈬②3/6㈫・8㈭

③3/12㈪④⑤3/9㈮①～③各12時～17
時④11時30分～16時30分⑤12時～16
時 ①⑤稔台②馬橋③常盤平④五香各
市民センター ⑤のみ初級者 1日①～
④800円⑤1,000円 電話でNPO健康
麻雀クラブやまが・徳光☎090－8583
－1506へ
◆股関節柔軟体操体験会
3/6㈫13時30分～14時30分、3/7㈬

10時30分～11時30分 市民会館 冷
え症、腰痛、膝痛、高・低血圧の解消
各先着10人 各1,000円 電話で股

関節柔軟体操会・長谷部☎090－6535
－2133へ
●社交ダンス初級者講習会〔全4回〕
3月の㈬18時～19時30分（14日は

17時～18時30分） 小金原市民セン
ター 先着10人 1,500円 舞踏会・
石田☎090－1542－5940

◆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時から 森のホール21 先

着500人 1,500円 電話で交流サロン
黄色いハンカチ☎710－5519へ
●歌謡体操教室
3/10㈯・17㈯各9時～10時 新松戸

市民センター 60歳以上の女性 各先
着5人 各500円 電話で歌謡体操・小
関☎080－5718－2973へ
◆吊

つ

るし雛
びな

展示
3/10㈯・11㈰各9時～17時（11日は

16時まで） 戸定が丘歴史公園内松雲
亭 喜

き

和
わ

会・島﨑☎366－3440
●吹き矢見学・体験会
3/10㈯・17㈯各13時～16時 新松

戸市民センター 各先着5人 1回500
円 電話で日本吹矢検定松戸支部・前
野☎080－5380－1728へ
◆お祭囃

ばや

子
し

・獅子舞・神
か ぐ ら

楽・篠笛見学会
①3/10㈯18時～20時②3/19㈪・26

㈪各9時～11時 ①六実市民センター
②六実第二小学校 電話で五香六実お
囃子の会・白石☎387－1522へ
◆手賀沼緊急事態！外来水生植物駆除体
験講座
3/11㈰9時30分～15時30分 アビ

スタ（JR我孫子駅下車） 県生物多様性
センターの講義、外来水生植物繁茂状
況船上見学、駆除作業 先着30人 汚
れてもよい服装、長靴 Eメールで手
賀沼流域フォーラム実行委員会・中野
teganumaforum@yahoo.co.jpへ
●新生活の前に始めよう！思い出のモノ
のお片づけ
3/15㈭10時～11時30分 市民会館
500円 電話で心スッキリ☆私に

あったお片づけを見つける会・山崎☎
090－2545－4746（昼間のみ）へ
◆ともしび読書会
3/15㈭10時～12時 ゆうまつど

テキスト『まぐだら屋のマリア』原田マ
ハ著 200円 電話で同会・菊地☎
090－6715－2513へ
◆ボランティア養成講座〔全2回〕
3/15㈭・23㈮各10時～15時 コー

ププラザ東葛（中根長津町12） 先着
20人 300円 電話で千葉県ユニセフ
協会☎043－226－3171へ
◆コンサートと医療・介護の講演
3/15㈭14時～16時 市民劇場 コ

ンサート、講演、朗読劇 先着300人
※まつど健康マイレージ5マイル対象
松戸クラシック音楽を楽しむ会・大谷☎
090－1805－2206
◆ゆいの花音楽会ファミリーコンサート
3/17㈯13時30分～15時40分 森

のホール21小ホール 先着300人 松
戸ウインドアンサンブル・駒木☎080－
3511－5364
◆講演会「べてるの家の当事者研究に学
ぶ」
3/17㈯13時30分～16時 常盤平市

民センター 先着80人 当事者研究の
理念の学習と実践ワークショップ べて
る式当事者研究室長・向

むかい

谷
や

地
ち

宣
のり

明
あき

氏 電

話でNPO土曜会☎ 385－7070へ
◆落語会（春

しゅん

風
ぷう

亭
てい

昇
しょう

也
や

・春
しゅん

風
ぷう

亭
てい

昇
しょう

吾
ご

）
3/17㈯17時～19時 常

じょう

真
しん

寺
じ

（大谷
口18） 先着60人 1,000円 当日会
場で 同寺☎342－1616
◆ターゲットバードゴルフ体験教室
3/18㈰9時30分～11時 六高台ス

ポーツ広場B 松戸市ターゲットバード
ゴルフ協会・伊藤☎090－4739－3829
◆松戸六実高校吹奏楽部①東日本大震災
復興支援チャリティコンサート②定期演
奏会
①3/18㈰14時から②3/25㈰17時か

ら ①同校体育館②森のホール21大
ホール 同校同部・吉田☎385－5791
●歴史散歩「上本郷七不思議と新市立病
院・千駄堀の旧家を訪ねる」
3/18㈰13時30分JR北松戸駅東口集

合、16時30分博物館前解散 300円
当日集合場所で 松戸史談会・松田☎
342－1764（夜間のみ）
◆千葉大学園芸学部公開研究発表会
3/21㈷13時～16時30分 同大学同

学部合同講義室 先着100人 同大学
同学部学務係☎308－8712
●子育て講演会「メディアにむしばまれ
る子どもたち」（一時保育あり、要予約）
3/21㈷13時30分～15時（13時開場）
千葉県福祉ふれあいプラザ（JR我孫

子駅下車） NPOワンダーポケット理
事長・田澤雄作氏 800円（中学・高
校生500円、親子券1,200円、小学生以
下無料　※当日券あり） 松戸友の会☎
04－7173－7626（平日10時～15時）
●手あみとキルト初心者講習会（かぎ針
ベスト制作またはキルト手提

さ

げ）〔全3回〕
①3/22㈭、4/12㈭・26㈭②3/23㈮、

4/13㈮・27㈮各10時～12時 ①小金
原②常盤平各市民センター 要問い合
わせ 各全3,000円 電話で小金原文
化の会・安達☎343－6898へ
◆成年後見無料相談会
3/23㈮13時～16時 勤労会館 当

日会場で （一社）コスモス成年後見サ
ポートセンター千葉県支部・イサニ☎
701－7701
◆けん玉教室（指導と段・級認定）
3/24㈯14時～16時 六実市民セン

ター 電話で昔のあそびと遊ぼう会・
白石☎387－1522へ
●ケナフの紙すき・絵手紙教室「押し葉・
花を乗せてはがきづくり」
3/25㈰10時30分～12時、13時～14

時30分 馬橋市民センター 各100円
（15歳以下無料） 松戸ケナフの会・石
川☎345－3140（夜間のみ）

◆ねんりんピック富山2018健康マー
ジャン交流大会千葉県地区選考会
3/25㈰11時30分～17時 稔台市民

センター S34/4/1以前に生まれた千
葉県内在住の人 先着40人 1,600円
電話で県社会福祉協議会・徳光☎

090－8583－1506へ
◆障害年金無料個別相談会
第4㈫13時30分～16時30分 松戸

商工会議所 NPOみんなでサポートち
ば☎070－1541－7661
●松戸青少年交響楽団スプリングコン
サート2018（アンサンブル演奏他）
3/29㈭13時30分～15時30分 流

山市文化会館（流鉄流山線流山駅下車）
同楽団・吉田☎365－8358

●硬式テニス教室①⑥⑦ジュニア②初心
者シニア③～⑤⑨初心者⑧親子
①4月～7月の㈪㈮㈯いずれか、4月～

6月の②㈫③④㈯、5～7月の⑤㈫⑥㈬⑦
⑧㈭⑨㈮ ①金ケ作②④⑤⑦⑧⑨栗ケ
沢③⑥中央各公園庭球場 ①小学生（㈯
のみ中学生可）②50歳以上③～⑤⑨中
学生以上⑥⑦5歳～小学生⑧4・5歳児と
保護者 各先着①③④60人②⑨30人⑥
40人⑤30人⑦10人⑧6組 ①～③⑤⑨
各10,000円④9,000円⑥⑦7,500円⑧1
回700円 3/15㈭までに松戸市テニス
協会〔☎341－1133（㈫㈭㈯12時30分
～16時30分）〕ホームページで
◆シニア・初中級者テニス教室
4月～11月（8月を除く）の㈬または㈮

の9時～11時、11時～13時、13時～15時
松戸テニス倶楽部（金ケ作） 18,900

円（別途保険料） 3/23㈮までに電話
でシニアテニス世話人・原田☎080－
9983－7469へ
●松戸市ソフトテニス連盟の催し①春季
大会②春季クラブ対抗大会（団体戦）
①4/8㈰②4/29㈷各8時10分受け付

け 栗ケ沢公園庭球場 ①男女A.B.Cク
ラス45・55・65・女子70歳・男子75歳
以上クラス、中学生の部②3組1チーム
（中学生以上）男女1.2.3部別 市内在
住・在勤・在学・在クラブ（①はペアの
1人が市外でも可） 1チーム①3,000
円（中学生2,000円）②6,000円 ①
3/21㈷②4/11㈬までに所定の振り込み
用紙で 同連盟・藤井☎090－4014－
9753
◆基礎から韓国語を勉強しましょう〔全
6回〕
4/13～6/22の第2・4㈮各13時10分

～14時40分 市民会館 先着10人 1
回1,500円 電話でコリアンガーデン・
土山☎360－2440へ

●常盤平囲碁クラブ
㈯㈰㈷12時～18時 常盤平市民セ

ンター 年8,000円 1,000円 清
水☎386－1988（昼間のみ）

●紙敷テニスクラブ（硬式）
毎日8時～17時 紙敷庭球場 市

内在住・在勤・在学の中学生以上 先
着10人 年15,000円 5,000円 久

く

留
る

井
い

☎080－6808－6601

救急医療体制
※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

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等）を案内〕

休日土曜日夜間歯科診療所（20時～23時）
竹ケ花45の53衛生会館2階 ☎365－3430

夜間小児急病センター（18時～23時）
千駄堀993の1 ☎712－2513

JR
武
蔵
野
線

JR常
磐
線 国

道
6号

千駄堀口
北松戸駅

松戸運動公園

新京成線

旧市立病院

八柱駅

みのり台
駅

千駄堀隧道

総合医療
センター

新八柱駅

夜間小児急病
センター☎366－0010テレホン

案内サービス

※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。
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●広報まつど　2018年（平成 30年）3月1日

このコーナーは市民団体等からのお知らせです（●マークは社会教育関係団体
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用　（ …入会金）  ※記載のないものは無料　 …申し込み先　 …問い合わせ先

、 マークは市民活動助成事業です）

アプリは無料でダウンロードできます。詳しくは市ホームページをご覧ください。　問広報広聴課（広報担当）☎366－7320



8 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。

Any problem
s 

on daily lives.

松戸市公式
YouTubeチャンネル
「まっちゃんねる」

問21世紀の森と広場管理事務所
　☎345－8900
　昨年好評を博した和太鼓の公演を今年
も開催！縁日の屋台や子どもが遊べる森
のこども館ブース（5面参照）も。みどり
豊かで広大な自然と日本伝統音楽のコラ
ボレーションをお楽しみください。

　「子どもの未来は地域で守る」を合言葉に、3月
を「子どもを見守るパトロール強化月間」とし
ました。市内全ての地域で協力し、普段の生活
の中で見守り活動をしましょう。
　活動に必要な用品の貸し出しを行っています。
申請方法等の詳細は、市民安全課（☎366－7285）
にお問い合わせください。
防犯活動用品防犯ベスト、誘導灯、のぼり旗（子
どもの安全等）等　対象町会・自治会、その他
防犯活動を実施する団体

Date,Time & Available languages
English,Chinese 	every1st	and	3rd	Tuesday
Spanish,Tagalog 	every2nd	and	4th	Tuesday
9:00a.m. ～12:00noon
Location
Consultation	counter	2nd	floor	at	the	main	
building	of	Matsudo	city	hall .
※No	telephone	consultation	service	available
※Inquiries	are	acceptable	only	in	Japanese	
language (tel : 047-366-1162)

3月18日㈰ 9時30分～15時30分（9時開場）〔小雨決行、荒天中止〕
会場21世紀の森と広場千駄堀池のほとり　出演者八千代高校鼓

こ

組
ぐ み

、和太鼓打込集団郷
きょう

嵐
ら ん

會
か い

、USAGI＆UCL、末広太鼓、手
て

児
こ

奈
な

太鼓、松戸つづみ連、御
お

陣
じ ん

屋
や

太鼓を守る会、専
大松戸和太鼓の会、鳳

おおとり

太鼓、小金原9丁目太鼓

　力強く、熱のこもった和太
鼓の響きを感じてください。

松戸モリヒロフェスタ

和太鼓の公演

foreign
residents

Free Consultation 
Service for 

昨年の様子を
YouTubeで公開中！

昨年3月に起きてしまった六
実での痛ましい事件を教訓と
して、この時期に松戸市全体
で地域の目によって子どもた
ちを見守れたらと思います。
（パトロールをしている六実
在住の男性）

問市民安全課☎366－7285～子どもの未来は地域で守る～
3月は子どもを見守るパトロール強化月間

英語・中国語・スペイン語・タガログ語
での相談窓口を開設しています

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28年3月生
自宅近い松戸市市民交流会館へ行って
遊具遊びをします。ご飯が大好きでこ
んなに大きくなりました。可愛いね！

平成27年12月生
冬生まれ。体は小さいですが、元気
に走り、飛び跳ね、猫や月、飛行機、
数字の歌が大好きな女の子です。

平成27年12月生
松戸市の皆さんに助けられ、元気なおて
んば娘に育っています！心強く本当に感
謝の気持ちでいっぱいです。

詩し

歩ほ

ち
ゃ
ん

桑く
わ

原は
ら

稟り

奈な

ち
ゃ
ん

桑く
わ

原は
ら

紬つ
む
ぎ

ち
ゃ
ん

　平成30年度の予算案の概要について今回と次回との
２回で説明させていただきたいと思います。
　新年度も子育て・教育・文化に関する施策を積極的
に取り入れました。待機児童ゼロを維持するため小規
模保育施設をさらに10カ所整備するとともに、新松戸
駅前に「幼稚園型送迎保育ステーション」を開設し、各
幼稚園への送迎と保育体制を整備します。これにより
幼稚園児の長時間保育が可能となります。幼稚園バス
を活用した送迎保育ステーションは全国初の試みです。
　また、小学生の放課後の居場所づくりとして、放課
後児童クラブの定員を480人増の3,360人へ大幅に増
やすとともに放課後KIDSルームも３校増やします。さら
に、子どもが安心して学校生活を過ごせるように、県内
初の試みとして市職員をスクールソーシャルワーカーと
して中学校3校に固定配置し、いじめや不登校、貧困な
ど、さまざまな課題を抱える子どもたちを支援します。
　学校教育では、小・中学校の英語教育を充実させる
ため、英語教員を1カ月間海外に派遣し、本場の英語
を勉強するプロジェクトを開始します。英語教員の指導
力を向上させることで、子どもの英語力をより高めます。
　元気で長生きできるまちをつくるには、高齢者を地
域で支える体制を整備することが重要です。松戸市で
は、高齢者が何でも相談できる場所として市内15カ所
に高齢者いきいき安心センターを設置し、各センター
を核として、地域の高齢者支援体制の強化を図ってい
ます。また、センターごとに松戸市医師会が地域サポー
ト医を配置し、相談や必要に応じて訪問支援を行うなど、
地域で医療・介護が必要な方をサポートしています。
新年度は「在宅医療・介護連携支援センター」を衛生
会館内に創設し、在宅医療に携わる医師を増やせるよう
に努めます。ここまで医師会が地域医療の支援に乗り
出している街は全国でも松戸市ぐらいです。
　さらに、新年度は各高齢者いきいき安心センターを
取りまとめている「基幹型地域包括支援センター（市
役所内）」で、福祉に関して何でも相談できるよう、高
齢者だけではなく、障がい者や子どもたちに関する相
談にも対応できる専門職を配置し体制を強化しようと
思っています。
　続きは次号で！

継続した子育て施策の推進

人口と世帯（平成30年2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 488,552 人 〔 △ 154 〕 男 242,916 人〔 △ 123〕
世帯 223,144 世帯 〔 2 〕 女 245,636 人〔 △ 31〕

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

2018.3.1
（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
ほん

郷
ごう

谷
や

 健
けん

次
じ

082




