
検索

司書があなたの調べ物をサポート
　本館3階の調べ物相談カウンターでは、司書が調べ物をサポート
する「レファレンスサービス」を提供しています。インターネット
では調べられない専門的な情報や新聞・雑誌記事の検索・閲覧も可
能です。調べ物でお悩みの人は、お気軽にご相談ください。

　「ヤングアダルト」といわれ
る10代の皆さんに向けて、青春
や恋愛、悩み解決のおすすめの
本を紹介しています。

　市が目指すべき図書館像の実現に必要な施策をまとめた「松戸市図書館整備計画」
を平成27年度に策定しました。

問図書館☎365－5115

4月1日㈯オープン 新松戸分館に「こどものとしょかん」
※同館の詳細については、広報まつど4月1日号に掲載予定です。

まなび、つながる、どりーむ（夢）を実現する、
知のネットワーク～ま・つ・ど　未来創造図書館～基本理念

　    魅力あふれる図書館を目指して

書館へ図 そようこ

本館2階にY
ヤングアダルト

Aコーナー新設

　松戸市図書館整備計画および図書館施設整備に関する提言は、
図書館で閲覧できる他、市ホームページからダウンロードできます。

本を通じて
子どもを育む図書館

「知」と出会い
人と人をつなぐ 図書館

思い思いに過ごせる
広場のような図書館

「くらし」や「仕事」に
役立つ図書館

自ら学び
行動する図書館

「まつど」の歴史と
文化を伝える図書館

松戸市が目指す6つの図書館像

　田子ノ浦部屋所属の稀勢の里関が、平成29年大相撲初場所で優勝を果たし、横綱に昇進
しました。稀勢の里関は、平成14年に松戸市内にあった鳴戸部屋に入門し、平成25年まで
10年以上にわたって市内で稽古に励んだ松戸にゆかりのある力士です。
　大関昇進決定直後の平成23年末には、松戸市を表敬訪問されたこともあります。そのと
き「さらに精進して上を目指します」と宣言してくれたとおり、最高位に上り詰めました。
　松戸ゆかりの稀勢の里関がさらに活躍して名横綱となるよう、皆さんで応援しましょう。

 横綱昇進決定おめでとう！

稀勢の里関
松戸
ゆかりの
力士

　図書館では、身近で役に立ち、皆さんの暮ら
しを支える場所となるよう、資料の充実を図る
とともに、さまざまなサービスを提供していま
す。市内には、市立図書館本館と19の分館、子
ども読書推進センターがあります。お近くの図
書館をぜひご利用ください。

開館時間9時30分～17時（本館
のみ火～金曜日は19時まで）
休館日月曜日（祝・休日の場合
は開館し、翌日休館）、館内整理
日、年末年始 図書館施設案内
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●他人事ではない！消費者トラブル
●あなたの未来を支える国民年金
●21世紀の森と広場　友の会会員を募集
●障害者差別解消法講演会
●トリプレッタSCが全国大会で健闘
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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
平成29年4月1日～平成31年3月31日（以降は3
年更新）
申2月15日㈬～3月15日㈬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
※詳細は市ホームページ
をご覧ください。

　平成29年松戸市議会3月定例会は、2月22日㈬
～3月23日㈭に開催される予定です。請願・陳情
の提出期限は、2月13日㈪の12時です。

お知らせ

大規模小売店舗の変更届出の縦覧と意
見書の提出
対象店舗①松戸駅東口開発ビル②松戸ビ
ル・松戸ビル新館　縦覧および意見書提出
期限4月①10日㈪②13日㈭　縦覧場所商
工振興課　 同課☎711－6377

平成29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月13日
㈪～24日㈮の間に、直接希望する学校に
申請書類を提出　初めて参加を希望する業者
2月8日㈬10時～16時の間に、直接保健
体育課へ　 同課☎366－7459

①市臨時職員（事務補助）②身体障がい
者を対象とした市臨時職員（事務補助）
登録者を募集
　市臨時職員として登録を行い、必要が
生じた場合に採用します　勤務内容窓口・
電話応対および入力作業などの事務
勤務場所市役所およびその他市施設　
応募資格①パソコン操作（Excel・Word）
を伴う事務経験のある人②①に加えて身
体障害者手帳を持つ人　勤務時間原則9
時30分～15時45分（1日5.5時間勤務）  
勤務日原則週4日　時間給850円（交通
費別途支給）　 2月15日㈬までに、履
歴書（写真添付、②の場合は備考欄など
に障がいの程度を記入）を郵送で〒271
－8588松戸市役所　人事課人事班（☎
366－7306）へ

市臨時職員（歯科衛生士）を募集
業務内容幼児の健診他母子保健業務　
勤務場所中央・小金・常盤平各保健福祉
センター　 市内の医療機関に勤務して
いない有資格者（若干名）　 健康推進課
中央保健福祉センター☎366－7489

松戸市学校司書を募集
勤務日月～金曜日（週3～5日、長期休業
中は勤務なし）　採用期間4月～平成30年
3月　勤務時間8時30分～17時の内5時間
45分（休憩45分を含む）　勤務場所市立
小・中学校　時給850円（交通費別途支給）
応募資格原則司書または司書教諭免許所
持者で簡単なパソコン操作ができる人　
2月21日㈫までに、電話で指導課☎366－

7458へ　※面接あり（履歴書や司書免許
のコピーを持参）。

市立小・中学校の日本語指導スタッフを
募集
募集期間3月31日㈮まで　勤務開始日4月
以降　 外国人の小・中学生に対する日
本語のマンツーマン指導　時給850円（交
通費別途支給）　勤務地市内小・中学校　
※資格要件の詳細は市教育委員会ホー
ムページで　 指導課☎366－7458

退職金の準備は万全ですか～退職金共
済掛金助成制度（共済掛金の一部を助成）
申請期間2月6日㈪～3月3日㈮　 平成
27年7月1日～12月31日の間に、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　 商工振興課☎711－6377

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」
　ちょっとした好奇心で薬物に手を出す
と、二度と元の健康な身体を取り戻すこ
とができなくなります。一人ひとりが薬物
の危険性を正しく理解し、地域一体となっ
て薬物乱用を絶対に許さない社会環境を
つくることが大切です　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

千葉県知事選挙の投票日は、3月26日㈰
～期待込め　その手に託す　この一票～
（千葉県統一標語）
　千葉県の代表を決める選挙です。貴重
な一票を大切にしましょう　 選挙管理委
員会事務局☎366－7386

図書館本館および子ども読書推進セン
ターは蔵書点検作業のため、2月21日㈫
～25日㈯の間休館します
　各分館は上記期間中も開館します。2月
28日㈫は、月末休館日のため全館休館し
ます　 図書館☎365－5115

講座・講演・催し

童謡コンサート ｢うたのおもちゃばこ｣
2月2日㈭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

ふれあい教室「朗読をきくかい」
2月8日㈬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
持っている人等　 障害者福祉センター
☎383－7111

税理士税務無料相談会（予約制）
2月9日㈭・23日㈭、3月9日㈭各10時
～15時　 松戸商工会館3階（松戸駅下
車）　 電話で千葉県税理士会松戸支部
☎366－2174へ

明るい選挙啓発習字入選作品展
2月11日㈷～20日㈪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

矢切公民館音楽祭
2月12日㈰10時～15時30分　 合

唱、楽器演奏、かっぽれ、フォークソン
グ他　 生涯学習推進課☎367－7810

シルバー人材センターの講習会①植栽樹
木剪

せんてい

定②襖
ふすま

・障子・網戸張り替え
2月①14日㈫～16日㈭②24日㈮・27
日㈪・28日㈫　 ①シニア交流センター、
松戸運動公園②シニア交流センター　
市内在住で全日程受講可能な人　 各先
着20人　 作業ができる服装、①は刈込
はさみ、剪定はさみも　 2月6日㈪〔必
着〕までに、FAXまたははがきに住所・
氏名・年齢・生年月日・電話番号を記入
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
330－5008（☎330－5005）へ

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　 2月15日㈬10時～10時30
分〔雨天中止〕　 證

しょうじょう

誠院
いん

駐車場（松戸
新田604の2）　 先着100人　 市民
安全課☎366－7285

シティー・ミニコンサート～愛の想いを
メゾソプラノの響きにのせて～
2月15日㈬12時15分～12時45分（開場
11時30分）　 市役所市議会議場　曲目
なごり雪、オペラ「カルメン」よりハバネ
ラ（ビゼー）他　演奏者小

お

酒
さか

部
べ

晶
あき

子
こ

氏(メ
ゾソプラノ)、田中健

たけし

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）

家事・介護援助を行う有償ボランティア
「ふれあいサービス」基礎研修
2月17日㈮・20日㈪・22日㈬各9時～
17時　 （社福）松戸市社会福祉協議会
市内在住・在勤の20歳以上の人　

先着40人　 電話で同協議会☎368－
2941へ

保護者のための「就職講座」
2月17日㈮14時～15時30分　 勤労
会館　 まつど新卒応援ハローワーク、
まつど地域若者サポートステーションにつ
いて　 先着40人　 電話でまつど地域
若者サポートステーション☎703－8301
へ

松戸市特別支援学級合同学芸発表会
2月18日㈯9時35分～15時　 市民
会館　 児童生徒による劇・ミュージカル・
合唱・合奏他　 河原塚中学校・泉

せんすい

水☎
391－6161

千葉県動物愛護センター「犬・猫の一
般譲渡会」
2月18日㈯、3月17日㈮各13時～13時
30分　 同センター東葛飾支所（東武野
田線高柳駅下車）　 同センター☎0476
－93－5711、同センター東葛飾支所☎
04－7191－0050

上級救命講習会（応急手当の基本から
応用まで）
2月19日㈰8時30分～17時　 消防
局講堂　 心肺蘇生法（小児含む）、止
血法、AEDの使用法、搬送法、傷病者
管理法　 市内在住・在勤・在学で普通
救命講習を過去に受講した人　 先着40
人　※修了者には、上級救命講習修了証
を交付　 2月2日㈭・3日㈮9時～16時
に、電話で救急課☎363－1145へ

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

開催予定（開議予定時間＝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

2/23 ㈭ 各常任委員会 先議議案審査
2/28 ㈫

本会議

先議議案採決
3/  1 ㈬

一般質問
3/  2 ㈭
3/  3 ㈮ 一般質問・議案質疑
3/  6 ㈪ 総務財務常任委員会

議案等の審査
3/  7 ㈫ 健康福祉常任委員会
3/  8 ㈬ 教育環境常任委員会
3/13 ㈪ 建設経済常任委員会
3/14 ㈫

予算審査特別委員会 平成29年度各会計
予算議案審査

3/15 ㈬
3/16 ㈭
3/21 ㈫
3/23 ㈭ 本会議 議案等の採決

松戸市木造住宅耐震診断士とは
　市が実施する木造住宅耐震診断費・耐震改修費
補助金交付要綱に基づいて、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・工事監理を行います。

掲載位置まつどDE子育てトップページ下部　規格
縦60×横150ピクセル　料金月3,000円（3カ月
以上から受け付け）　アクセス数トップページ＝月
約15,000件、全体＝月約140,000件（平成28年
9月）　※詳細は市ホームページをご覧ください。
問子ども政策課☎704－4007

3月定例市議会開催予定

市ホームページ

市ホームページ

松戸市木造住宅
耐震診断士を
追加募集

問市議会事務局議事調査課☎366－7382

を

松戸市子育て情報サ松戸市子育て情報サイイトト「「ままつつどどDDEE子育て子育て」」」ににに
バナー広告を掲バナー広告を掲載載ししまませせんんかか

●広報まつど　2017年（平成 29年）2月1日

2 広報まつど税特集号を、２月10日(金)の新聞に
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教育委員会会議
2月10日㈮14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

松戸市男女共同参画推進協議会
2月13日㈪14時から　 ゆうまつど　
傍聴定員先着5人（開会30分前から受け
付け）　 男女共同参画課☎364－8778

松戸市安全・快適まちづくり協議会
2月16日㈭10時から　 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）　 市民安全課
☎366－7285

松戸市公共施設再編整備推進審議会
2月16日㈭13時30分から　 市役所
竹ケ花別館1階会議室　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

松戸市自転車等駐車対策協議会
2月17日㈮10時から　 市役所新館
7階大会議室　傍聴定員先着10人（開会
30分前から受け付け）　 交通政策課☎
366－7439

少年センター運営協議会
2月17日㈮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
（開会30分前から受け付け）　 子ども
わかもの課少年センター☎366－7464

まちっこプロジェクト実施報告会
2月19日㈰13時～15時40分　 市民
劇場　 医師会員が小・中学生に行って
いる健康に関する出前授業の実施報告、
特別講演　 コミュニティデザイナー・山
崎亮氏　 同プロジェクト事務局☎369－
1248

福祉のしごとミニ就職フェア
2月19日㈰13時～16時　 京葉銀行
文化プラザ（JR千葉駅下車）　 当日会
場で　 県社会福祉協議会千葉県福祉人
材センター☎043－222－1294

男の省エネ料理（女性も可）
2月22日㈬10時～13時　 市民会館
健康酢豚、簡単煮卵、青菜ゴマ和え、
土鍋ご飯、汁もの　 アースコン・マツド
先着30人　 エプロン・三角巾・布巾・
手拭

ふ

きタオル・筆記用具　 800円　
電話で環境政策課☎366－7089へ

高齢者虐待防止市民向け講演会「みんな
で守ろう！高齢者の権利」
2月23日㈭14時～15時30分　 市民
会館　 市民ボランティア劇団「コント
deげき隊」の寸劇　 先着100人　 電
話またはFAXに住所・氏名・電話番号を
記入して、明第2高齢者いきいき安心セ
ンター☎382－5707、 382－5727へ

あきらこどもまつり
2月25日㈯10時～14時　 古ケ崎市

民センター　 小・中学生の合唱や吹奏
楽演奏、工作などの体験等　 明第2西
地区社協☎367－7727

セミナー「目立つ！きれい!安い!ちら
し印刷術～サポセン活用編」
2月26日㈰14時～16時　 まつど市
民活動サポートセンター　 同センター
長・阿部剛　 先着15人　 同センター
☎365－5522

M
み ぃ あ

IEA世界めぐり「ロシアのお正月と映
画のはなし（料理の試食あり）」
2月26日㈰14時～16時　 勤労会館

まつど国際文化大使・荒川オクサナ氏
先着30人（会員優先）　 700円（会

員500円）　 2月17日㈮までに、電話
で（公財）松戸市国際交流協会☎366－
7310へ

会 議

松戸市地域ケア会議
2月7日㈫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

松戸市高齢者保健福祉推進会議
2月7日㈫13時30分～15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☎366－7346

社会教育委員会議
2月7日㈫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

松戸市地域自立支援協議会
2月8日㈬14時～16時　 市役所新館
7階大会議室　傍聴定員先着5人（開会
15分前まで受け付け）　 障害福祉課☎
366－7348

松戸市環境審議会
2月8日㈬14時から　 市民劇場第3
会議室　傍聴定員先着5人（開会10分前
まで受け付け）　 環境政策課☎366－
7089

介護保険運営協議会
2月9日㈭10時から　 市民会館301
会議室　傍聴定員先着10人（開会15分
前から受け付け）　 介護保険課☎366－
7370

松戸市認知症研究会
2月9日㈭13時30分から　 中央保健
福祉センター地下1階会議室　傍聴定員
先着5人（開会15分前から受け付け）　
高齢者支援課☎366－7343

松戸市高等学校入学資金貸付選考委員会
2月9日㈭14時から　 市役所新館7階
大会議室　傍聴定員先着10人（開会10
分前から受け付け）　 子育て支援課児
童給付担当室☎366－3127

内容 日程
①パソコン入門 3/14 ㈫
②Word 基礎〔全 2回〕 3/  9 ㈭・16㈭
③ Excel 基礎〔全 2回〕 3/22 ㈬・29㈬
④メールの操作 3/  8 ㈬
⑤Windows10の操作 3/  8 ㈬
⑥タブレット（iPad）入門 3/21 ㈫
⑦タブレット（iPad）実用 3/28 ㈫
⑧スマホ入門 3/  7 ㈫
⑨スマホ・アプリ 3/23 ㈭
⑩インターネット 3/15 ㈬
⑪個人授業 3/30 ㈭
⑫自宅訪問授業 日程等応相談
時間①③④⑥⑦⑨～⑪13時～16時②⑤⑧9時～
12時　会場シニア交流センター（⑧は常盤平市民
センター）　対象40歳以上の人　費用①④～⑪各
3,000円②③各6,000円（別途教材費各500円
程度）
申 2月17日㈮〔必着〕までに、はがきまたはFAX
に住所・氏名・電話番号・希望コース・年齢を記
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

　求人事業者と求職者を結ぶ情報サイト「Let'sま
つど」に写真掲載や地図機能が追加され、携帯
端末からの利用に対応しました。
Let’sまつどの特徴
　松戸市と松戸市周辺の求人情報を掲載
　リアルタイムで事業者の登録データを閲覧可
　事業者は、無料で求人登録可
　市の就労支援サービス（合同企業説明会やセ
　ミナーなど）や仕事相談窓口などを紹介

　福祉に興味のある人を対象に、介護事業所等の
採用担当者による面談、相談等を行います。
日時2月14日㈫10時～20時（1部＝10時～13時、
2部＝14時～17時、3部＝18時～20時）　会場市
民会館　参加事業所約60社　費用無料
問松戸市合同就職相談会事務局☎090－2471－
6389、 e.kajiwara@happy-sunflower.or.jp

松戸で仕事を
GET!

無料で
人材募集

Let'sまつど
ホームページ

求人求職情報求人求職情報ササイイトト
「Let「Let’’s まつどsまつど」」ががリリニニュューーアアルル

松戸市介護人材合同就職相談会

介護の介護のしごとしごと in  in まつまつどど

働きながら
資格が取れる！
 （一部の事業所を除く）

無資格でもＯＫ！
 （一部の事業所を除く）

相談会はお子さん
連れでも歓迎！ 
（一時保育あり）

シニアパソコン教室 要申込
シルバー人材センター

問商工振興課労政担当☎711－6377

　正解 774通（応募総数 784通）の中から抽選を行い、各賞の当選者に
賞品をお送りしました。
　当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。多数のご
応募ありがとうございました。
広報広聴課（広報担当）☎ 366－7320

市職員の給与明細書に掲載する
広告を募集します
　市職員の給与明細書は1回当た
り約5,000人の職員（臨時職員含
む）に配布されます。今回は平成
29年6月～11月の例月給与まで配
布する（期末勤勉手当含む）7回
分の給与明細書に掲載する広告を
募集します。
寸法広告1枠につき68mm×179
mm以内　色2色（青・赤）
刷り　募集枠数3枠　募集期間2月
28日㈫まで　広告掲載料1枠につ
き7回分で120,000円以上（消費
税含む）　※版代および印刷費用

「とくがわ（徳川）」
でした。

広報まつど
1月1日号
新春クイズ
正解発表！

正 解 は

は市が負担します。　※掲載の決
定は、広告掲載基準に適合する申
込者の中から金額の高い順に3つ
の広告を決定し、掲載の可否を通
知します。　※申込書・広告掲載
基準等は人事課で配布しています。
また、市ホームページからダウン
ロードもできます。
申事前に原稿案の確認を受け、申
込書に原稿案を添付して直接人事
課（☎366－7306）へ

●広報まつど　2017年（平成 29年）2月1日

3折り込みます。□問税制課☎366－7321
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●広報まつど　2017年（平成29年）2月1日

広報まつどは平成29年1月1日号より、開き方向をこれまでの右とじから左とじに変更します。4

主な商品・サービス
健康食品、化粧品、サプリメントなど
事例
「お試し価格500円」等のあたかも１
回限りのお試しと広告・宣伝をするが、
実は定期購入が原則で、解約する場合
は高額な料金を請求される。
アドバイス
安いからといって安易に購入せず、契
約条項をよく読んでから購入する。

主な商品
健康食品、水、生鮮食品など
事例
注文していない商品を一方的に送りつ
けてくる。
アドバイス
宅配便を受け取る前に、送り主を確認
する。一方的に送りつけられた荷物は

「受け取り拒否」をする。

主な商品・サービス
「無料」の音楽・ゲーム・アダルトサイトなど
事例
「無料」と信じ込ませ、スマートフォンやパソコン等
でサイトにアクセスすると、登録が完了したとして金
銭を請求する。ショートメッセージに「未払いがある
ので、至急電話してほしい」と送り、金銭を要求する。
アドバイス
「登録されました」と表示されても、契約が成立して
いないことが多いので、言われるままに支払わない。
こちらから連絡しない。

主な商品・サービス
健康食品、化粧品、ネットビジネス塾など
事例
商品を買って会員になり、友人・知人に売ったり、紹
介したりすればお金がもらえ、加入者を増やすことで
もうかると勧める。
アドバイス
うまい話には注意し、きちんと断る。

困った時は一人で悩まず消費生活センターへご相談ください☎365－6565（8時30分～16時、土・日曜、祝日は除く）
消費者ホットライン「1

い

8
や

8
や

」もご活用ください

　保険料を未納のままにしないために、支払いが困難なときは免除手続きを
してください。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、時効で納めることができなかった国民年金保険
料を過去5年分まで納めることができます。利用する場合は、電話でねんき
ん加入者ダイヤル（☎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。　※65歳以上で老齢基礎年
金の受給資格がある人は利用できません。

　口座振替により2年分の保険料をまとめて支払う2年前納は割引額が高く
お得です（平成28年度割引額15,690円）。平成29年分から利用する場合
は、2月末日までに金融機関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25年以上（平成29年8月から10年に短縮予定）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28年度年金額
＝780,100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28年度年金額＝1級975,100円、2級780,100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
維持されていた子のいる配偶者または子に支給されます。保険料の納付要
件や所得制限などがあります。平成28年度年金額＝1,004,600円（子が1
人いる配偶者の場合）　※子とは18歳未満の子または20歳未満の1・2級の
障がいがある子を指します。他にも、寡婦年金や死亡一時金の制度があり
ます。

　国民年金保険料額は、平成28年度月額16,260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。ただし、第1号被保険者でない人、国民
年金基金加入者は納められません。　※「前納制度」「口座振替早割制度」
などの割引制度があります。　※納付方法は金融機関等（銀行・郵便局・
コンビニエンスストア）での納付以外にも口座振替・クレジットカード・
電子納付があります。

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
納付書などで納付、月額16,260円（平成
28年度）

第2号
被保険者

会社員・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料から天引き
される

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・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グループに分かれます
　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

①シルバー消費者教室=高齢者を狙う悪質商法などの被害を防
ぐため、消費生活相談員がビデオ等でわかりやすく説明します
②暮らしのいきいき講座=契約トラブル・生活設計など、消費
生活に関する希望のテーマで講演します

ご希望の場所で
消費生活についての
講座を開催します

対象おおむね10人以上のグループ　費用無料
希望日のおおむね1カ月前までに、電話で消費生

活課☎366－7329へ

他人事
ではない！ 　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「コトバ」や悪質商法の事例などを紹介します。 消費生活センター☎365－6565

消費者トラブルこんな「コトバ」に要注意

初回500円!!

簡単にもうかる

いきなり登録完了

代金引換です
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5より見やすく、読みやすい紙面を目指します。　問広報広聴課☎366－7320

●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〜
日程 時間 会場（駐車場はありません）

2/14㈫ 10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
2/17㈮ 10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
2/21㈫ 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 Ｅ－子どもの森 ほっとるーむ新松戸
2/23㈭ 10:30～11:00 矢切公民館
2/24㈮ 10:30～11:00 常盤平児童福祉館
2/24㈮ 11:20～11:50 根木内こども館（晴香園内）
対象0～3歳くらいの子と保護者
●親子絵本講座
2月10日㈮10時30分～11時10分　会場子ども読書推進センター　
対象0～3歳くらいの子と保護者

●小学校での読み聞かせ講座
2月9日㈭10時～12時　会場子ども読書推進センター　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

●小さい子のためのおはなし会
2月2日㈭・3日㈮・7日㈫・9日㈭・14日㈫・17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0～3歳くらいの子と保護者

●市民センターおはなし会
日程 会場

2/10㈮ 明市民センター
2/15㈬ 常盤平市民センター
2/17㈮ 五香市民センター
2/21㈫ 小金原市民センター

日程 会場

2/23㈭ 和名ケ谷スポーツセンター
（分館内）

2/24㈮ 馬橋市民センター

時間各15時30分～16時　対象幼児～小学生と保護者

第1回活動

児童手当2月期分を支給します
　児童手当2月期分（10月～1月分）を2月10日㈮に指定口座へ振り
込みます。金融機関により振り込み時間が異なることがあります。
対象平成28年度現況届を提出し、引き続き受給資格があると認めら
れた人または平成28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　支給月額3歳未満=一律15,000円、3歳以上
小学校修了前の第1子・第2子=10,000円、第3子以降=15,000円、
中学生=一律10,000円、所得制限以上=一律5,000円（児童1人あ
たり）　要件中学校3年生までの子どもを養育していること等

 子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

『関白宣言』から『関白失脚』、そして『キセ
キ』その先は？
　教育学・女性学の専門家が、ヒットソングの歌詞に映し出された
結婚観、家庭観の変化を紹介します。
日時2月17日㈮10時～12時　会場市民劇場　講師川村学園女子大
学大学院人文科学研究科教育学専攻教授・内

う ち

海
み

﨑
ざ き

貴子氏　定員先着
200人　費用無料

 電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

　公園でのイベントや活動の手伝いをしてくれる人を募集します。
会員特典プレミアム観察会への参加、公園イベント情報の配信　条件Eメー
ルの利用が可能な人他　※詳細は21世紀の森と広場ホームページの募集案
内をご覧ください。 定員先着70人

2月25日㈯14時～15時30分　会場流通経済大学新松戸キャンパス講堂（新
松戸駅下車）　内容漫画で同法を学ぶ、お笑いコンビ「松本ハウス」によるコン
トと講演　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、2月10日㈮までに障害福祉課へ連絡を。

障害福祉課☎366－7348、 366－7613、 mcshougaihukushi@city.
matsudo.chiba.jp

　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
鳥等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。

どうやって野鳥で環境
を評価するの？
　観察された野鳥の生息は市の
自然環境を図るバロメーター
になります。野鳥を半年に一度、
種類別に点数化し、各地域の環
境度を5段階で評価します。

新規調査員向け説明会を開
催します 要申込
2月13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29
年度から新規で調査員登録を希望す
る人

電話で環境政策課☎366－7089へ

新規小規模保育施設が開所します

開所予定日4月3日㈪　年齢資格産休明け～3歳未満（平成29年4月1日現在）　保育
時間月～土曜日①7時30分～18時30分②④⑥7時～19時③⑤月～金曜日7時～19
時、土曜日7時～17時　定員①③④各15人②⑥各19人⑤12人　※開所できない場
合や開所が遅れる場合があります。

 幼児保育課入所入園担当室☎366－7351

脳トレの川島隆太教授講演会 要申込 「脳を育てて幸せな人生～脳科学が解き明かす!夢をかなえる秘
ひ

訣
け つ

～」
　子ども達が夢をかなえるために、大人や家庭、地域ができることを考えます。

川島隆太氏

共 通  費用無料　  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

21世紀 の森と広場
地域環境調査員を募集します

平成29年度

友の会会員を
募集 要申込

松本ハウス

障害者差別
解消法講演会

ゲストに松本ハウス

Eメールに氏名（ふりがな）・住所・メー
ルアドレス・電話番号を記入して、21世紀の
森と広場管理事務所 mckouen21@city.
matsudo.chiba.jp（☎346－0121）へ

3月25日㈯10時から　内容21世紀の森と広
場よもやま話

保育園名 所在地 問い合わせ先
① ゆいまーる保育園中和倉 中和倉175の2 ゆいまーる保育園☎362－2215
② 新松戸すずらん保育園 新松戸3の127 開設準備室☎0120－170－260

③ 音のゆりかご 
D
ド ル チ ェ

OLCE R
ル ー ム

OOM
紙敷1の29の5 音のゆりかご保育園☎712－1056

④ 松戸新田いずみ保育園
（仮称）

松戸新田256の24
ニュー草野1階 開設準備室☎080－9299－8757

⑤ ユーカリ保育ルーム 小山257の1 松戸南保育園☎368－0366
⑥ 保育園パルコ 東松戸2の2の14 耀きの森幼児舎☎710－0002

市民ボランティア

日時2月25日㈯14時から　会場高木第二小学校体育館　
講師東北大学加齢医学研究所所長・川島隆太氏　対象市内
在住・在勤・在学の人　定員300人（抽選）　費用無料　※
駐車場はありませんので、公共交通機関を利用してくださ
い。自転車での来場は可能です。

2月7日㈫〔必着〕までに、往復はがきに講演会名・参加者全員（1枚に
つき2人まで）の氏名（ふりがな）・年齢・性別・住所・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
生涯学習推進課（文化ホール、☎367－7810）へ　※定員に満たない場
合は2月8日㈬から電話で受け付け。

小学校家庭教育学級合同閉級式・家庭教育講演会 要申込



　

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 期　日 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
※不動産・税務・登
記相談については、
相談日の1カ月前から
前々日の17時までに、
電話（☎366－1162）
または直接本館2階
相談コーナーへ
※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
☎368－0779
（平日9時～17時）

法律相談
（随時予約）

毎週月・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木 小金原市民センター
第1金 青少年会館
第1～4金 行政経営課相談コーナー

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

CMS子育て支援センター☎394－5590
チェリッシュ・サポート・システム

☎308－5880
子すずめ子育て支援センター

☎387－0124
あおば子育て支援センター☎387－5456

ドリーム子育て支援センター
☎070－3935－1230

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

相談名 期　日 時　間 会　場 問い合わせ

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
☎368－0912

第1木 小金原市民センター
第1火 六実支所
第4水 東部支所
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）
毎週月・水 13:00 ～17:00 松戸地域職業訓練

センター第3金 16:00 ～20:00
第3土 13:00 ～17:00 勤労会館

若者の就労相談
毎週火～土
（祝日休み・
予約制）

9:30 ～17:00 松戸地域職業
訓練センター内

まつど地域若者サ
ポートステーション
☎703－8301

高齢者無料職業紹介所
（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

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）青少年相談（来所予約制） 8:30 ～17:00
いじめ電話相談 平日 8:30 ～19:00 指導課☎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2～4月・木 10:00 ～16:00★ 男女共同参画課（相談室直通）
☎363－0505第1月・木 14:00 ～20:00

女性のしごと
情報相談

毎週火・木
（第4火を除く） 10:00 ～15:00★

ゆうまつど（2階）
しごとサポートコーナー

男女共同参画課
☎364－8778

救急医療体制
※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

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

夜間小児急病センター
（小児初期内科系疾患）
上本郷4005　
市立病院となり
☎360－8900
毎日18時～23時

テレホン案内サービス☎366－0010
平日16時30分～翌日9時　休日と土曜日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〕

◆宇崎竜童　弾き語りLIVE2017
★
2/4㈯16:00
労音東葛センター☎365－

9911
◆松戸市福祉大会
2/12㈰13:00
（社福）松戸市社会福祉協議

会☎368－0503
◆松戸市特別支援学級合同学芸
発表会
2/18㈯9:35
河原塚中学校・泉

せ ん す い

水☎391－
6161
◆うたと踊りの祭典
2/19㈰9:45
松戸かずみの会・滝沢☎090

－8848－8082
◆おけさ会と唄の仲間たち民謡
まつり　★
2/26㈰10:00
松戸民謡協会・工藤☎388－

1321

◆松元ヒロソロライブin松戸　★
2/10㈮18:30
駒
こ ま ぐ ち

口☎344－2272
◆都瑠歌謡祭
2/12㈰10:00
妻
つ ま  の  

野☎386－0159
◆外国人日本語スピーチコンテ
スト

2/18㈯13:00
（公財）松戸市国際交流協会

☎366－7310
◆まちっこプロジェクト実施報告
会
2/19㈰13:00
同プロジェクト事務局☎369

－1248
◆ゲートキーパー養成研修「知っ
ていますか?ゲートキーパー」
2/21㈫10:00
常盤平保健福祉センター☎

384－1333　※事前申込制
◆松戸童謡の会 童謡を歌う（月
例会）　★
2/22㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆ボニージャックス&ベイビー・
ブー JOINT CONCERT　★
2/25㈯①13:30②16:30
Ro-Onチケット☎365－9960

◆シャンソン・ジャズコンサート
2/26㈰13:30
平澤☎090－5978－2005

◆ワンワンまつり みんなでワッ
ショイ【松戸公演】
3/11㈯①13:00②16:00
会場大ホール　費用A席2,500
円、B席2,200円（発売中）　※
1歳以上有料、0歳児膝上無料　
※1人6枚まで
◆石川綾子ヴァイオリンコンサー
ト2017
3/17㈮18:30
会場小ホール　費用前売り4,000

円、当日4,500円　※未就学児
入場不可（発売中）
◆松戸混声合唱団定期演奏会
4/9㈰14:00
会場大ホール　費用全席自由
1,500円（発売中）　※未就学児
は親子鑑賞室へ案内（要予約）
◆松戸シティフィルハーモニー
管弦楽団定期演奏会
4/30㈰14:00
会場大ホール　費用全席自由前
売り800円、当日900円、60歳
以上・高校生まで500円（当日
窓口のみ）（発売中）　※未就学
児は親子鑑賞室へ案内
 ◆はるかぜ演奏会
5/7㈰13:30
会場大ホール　費用大人1,500
円、中学・高校生800円、障が
い者・小学生以下500円（当日
200円増）（発売中）　※4歳以
上有料
◆岡村孝子　OKAMURA
TAKAKO　CONCERT 2017

“T's GARDEN”
6/3㈯18:00
会場大ホール　費用全席指定 
6,500円（2/18㈯発売）　※3歳
以上チケット必要
◆美輪明宏ロマンティック音楽会
6/17㈯17:00
会場大ホール　費用S席 7,200
円、A席4,000円（2/10㈮発売）
※未就学児入場不可

◆コンディショニングエクササ
イズ
2月の毎週水曜日13:30～14:30
会場柿ノ木台公園体育館　対象
18歳以上の人　定員先着30人

費用1回500円　 同体育館☎
331－1131
◆インディアカ教室
2/4㈯19:00～21:00　会場大
橋小学校　持ち物上履き、飲み
物　 スポーツ推進委員・佐藤
☎080－5084－7077
◆ソフトバレーボール教室
2/5㈰9:00～11:00　会場常盤
平体育館　 スポーツ推進委
員・浅野☎090－4012－7686
◆①ピラティス②骨盤ヨガ
①2/6㈪・13㈪・20㈪各13:
30～14:30②2/14㈫・28㈫各
13:30～15:00　会場常盤平体
育館　対象18歳以上の人　定
員各先着30人　費用1回500円
同体育館☎386－0111

◆①ピラティス②ヨガ
①2/8㈬・22㈬各11:00～12:
00②2月の毎週土曜日9:30～
11:00　会場小金原体育館　
対象18歳以上の人　定員各先
着30人　費用1回500円　
同体育館☎341－2242
◆グラウンド・ゴルフ、軽スポー
ツ教室
2/18㈯9:00～12:00　会場北

部小学校　対象小学生以上　
内容カローリング、ペタンク、バ
ドミントン、ディスコン他　 ス
ポーツ推進委員・宇佐美☎362
－9351
◆カローリング教室
2/19㈰9:00～12:00　会場八
ケ崎市民センター　 スポーツ
推進委員・峯田☎341－2978
◆グラウンド・ゴルフ教室
2/19㈰9:00～13:00　会場新
松戸中央公園　 スポーツ推進
委員・矢野☎090－3107－0348
◆ファミリースポーツ教室
2/19㈰9:00～12:00　会場新
松戸西小学校　 スポーツ推
進委員・宮崎☎346－4327
◆カローリング、卓球教室
2/19㈰9:00～12:00　会場小
金南中学校　持ち物上履き　
スポーツ推進委員・堀☎344

－1735
◆バドミントン教室
2/19㈰・26㈰9:00～12:00　
会場高木第二小学校　 スポー
ツ推進委員・明

みょうどう

道☎090－9835
－1187

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

11 祝 柏陽幼稚園音楽会 12:45 同園☎04－7145－0509

12 日 よこすかウインドアンサンブルコンサート 13:30 同アンサンブル・渋谷☎090－6037－3673

19 日 高木幼稚園音楽会 10:05 同園・椎名☎387－4809

25 土
習志野高校吹奏楽部　創部
55周年記念ニュージーラン
ド特別公演壮行演奏会　★

14:30 同部・海老澤☎047－472－2148

休館日…月曜日（祝日の場合は開館し、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。

市民劇場
☎368－ 0070   ★は有料

休館日…月曜日（祝日の場合は開館
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。

市民会館
☎368－ 1237   ★は有料

休館日…月曜日（祝日の場合は開館
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。

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…月曜日（祝日の場合は開館
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/

※申し込みは全て当日会場で。

6 毎週木曜日15時53分～は、FMラジオ局・ベイエフエム（bayfm78.0MHz）の番組「MATSUDO HAPPY☆topics（まつど はっぴー とぴっくす）」
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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、 マークは市民活動助成事業です）
…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）　 …申込方法、申込先　 …問い合わせ先

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、 マークは市民活動助成事業です）
…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）　 …申込方法、申込先　 …問い合わせ先

●スクエアダンス初心者講習会
2月18日～5月27日の毎週土曜日14

時～16時30分（2月18日・25日は無料
体験）　 馬橋市民センター　 動きや
すい服と靴　 月1,000円　 電話でメ
イプルスクエアダンスクラブ・吉田☎
361－0969（夜間のみ）へ
●コーラス（輪唱・混声合唱）体験会
2月19日㈰10時～12時45分　 馬橋

市民センター　 アンサンブル・シャル
マント・山村☎050－5832－5606
◆ゲームで世界を巡る
2月19日㈰10時～13時　 稔台市民

センター　 4歳以上の女子　 100円
電話でガールスカウト千葉24団・

日
ひ ゅ う が の

向野☎345－0582へ
●松戸市レディース卓球大会
2月20日㈪9時～17時　 運動公園　
ランク別抽選3ダブルス団体戦　 市

内在住・在勤の女性　 1人800円　
2月10日㈮までに、電話で松戸市レ
ディース卓球連盟・武井☎090－4628
－5244へ
◆松戸歌声サロン
2月20日㈪14時～16時　 アリエッ

タホール（松戸駅下車）　 先着50人　
1,200円　 電話で同サロン・金谷☎

090－3491－7373へ
◆子育てワーク講座「叱りすぎて後悔
すること、ありませんか」
2月23日㈭10時30分～12時　 晴香

園　 NPO子育てひろばほわほわ顧問・
永瀬春美氏　 先着12人　※託児あり
（要予約）　 電話で児童家庭支援セン
ター・オリーブ☎340－1151へ
●松戸市パークゴルフ大会
2月25日㈯8時30分～12時　 オス

カーパークゴルフ公園船橋コース（船橋
市）　 36ホールストロークプレー　
10歳以上の人　 1,700円　 電話で
松戸市パークゴルフ協会・川田☎090－
2148－0017へ
◆けん玉教室（指導と段級認定）
2月25日㈯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
●市民ダブルスボウリング大会
2月26日㈰10時から受け付け　 と

きわ平ボウリングセンター（新京成常盤
平駅下車）　 2人1組8ゲーム　 市内
在住の小学生以上または松戸市ボウリン
グ協会会員　 先着42組　 1人2,500
円（高校生以下2,000円）　 2月10日
㈮までに、2人分の費用を添えて市内各
ボウリング場へ　 同協会・上田☎090
－3207－4623
◆桃のいけばな体験
3月1日㈬12時～14時　 ゆうまつど
3,240円　 いけばなサークル・小

 こ  て ら

寺
☎070－4340－7840
◆講演会「いつまでも住み慣れた場所
で自分らしく暮らせるように！～成年後
見制度の普及を地域連携で～」
3月4日㈯14時から　 流通経済大学
新松戸キャンパス503号室　 福祉
ジャーナリスト・浅川澄

すみかず

一氏　 先着
100人　 2月28日㈫までに、はがきま
たはFAXに住所・氏名・電話番号を記入
して、〒270－0023松戸市八ケ崎5の
14の10東葛市民後見人の会松戸支部事
務局☎ 344－1834（堀井）へ
◆ねんりんピックあきた健康マージャン
交流大会千葉県地区選考会
3月5日㈰11時30分～17時　 稔台

市民センター　 県内在住で昭和33年4
月1日以前に生まれた人　 先着40人　
1,600円　 電話で県社会福祉協議

会・徳光☎090－8583－1506へ
◆東日本大震災被災者支援新宿「とも
しび」in 松戸「大うたごえ喫茶」
3月11日㈯12時～16時　 市民会館
先着1,000人　 前売り券1,500円　
電話で松戸うたごえ喫茶・金本☎090

－9248－8327へ
◆東葛太鼓祭
3月25日㈯15時～19時　 さわやか

ちば県民プラザ（柏市）　 先着473人
前売り券2,500円　 電話で同祭実行

委員会・荒川☎080－3213－5050へ

●健康麻雀見学・体験会
2月の毎週月・水・木・金曜日各12時

～17時　 新八柱駅周辺の事務所　
中級者以上の人　 各1,200円　 健康
麻雀サークルひまわりの会・千

ち だ

田☎070
－6436－3577
◆つくしマーケット
2月2日㈭・3日㈮各10時～15時　

プラーレ松戸（松戸駅下車）他　 高等
部作業学習製品の販売　 県立つくし
特別支援学校☎385－1632
◆女性司法書士に何でもきいてみよう！
相続・遺言・成年後見相談会
2月4日～25日の毎週土曜日10時～12
時、13時～16時（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5組　

電話で同事務所☎362－0485（水・日曜
日、祝日除く）へ
◆こころの家族・当事者・ピア相談（秘
密厳守）
毎月第1・3土曜日10時～15時　※同日
時に電話でも受け付け（☎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・福良☎385
－7070

講演会「公共サインが活かす松戸
の魅力」
2月4日㈯13時～14時30分　 岩瀬

自治会館（松戸駅下車）　 先着40人　
千葉大学園芸学部都市環境デザイン

学研究室公共サイン研究会・湯淺
kasaneyuasa@chiba-u.jp、 ☎090－
9634－4790
●武蔵野の面影残る神

じ ん だ い

代植物公園・
深
じ ん だ い  じ  

大寺散策
2月5日㈰8時松戸駅市民ギャラリー前

集合、15時調布駅解散　 歩行距離約
9km　 弁当・飲み物　 600円（65
歳未満900円、別途交通費）　 松戸歩
こう会・出

いずはら

原☎386－5611
たたいて・あそんで・つながる !

ドラムサークル
2月5日㈰14時～15時　 森のホール

21音楽練習室1　 先着20人　 1,000
円（4歳～高校生500円、3歳以下無料、
ファミリー2,000円）　 Eメールに参
加者全員の氏名・ふりがな・年齢・学年・
住所・電話番号を共育ステーション地球
の家・銭

せん

 matsudo@chikyunoie.jp
（☎080－2251－1620）へ
●富士百景写真展
2月7日㈫～12日㈰各10時～18時（初
日12時から、最終日16時まで）　 文化

ホール　 写団富士愛好会・矢野☎367
－1100
●やさしい囲碁（入門・初級）〔全 4回〕
2月の毎週火曜日13時30分～17時　
日本棋院松戸生涯学習支部（新京成五

香駅下車）　 2,000円　 電話で同支
部入門サークル・岩島☎388－3022へ
●健康体操教室（ストレッチ、リズム
体操等）
2月8日㈬・15日㈬・22日㈬各9時20

分～10時50分　 小金原体育館　 成
人女性　 1回500円　 電話で健康体
操さざんか・笠原☎342－6431へ
●かっぽれ踊り他端

 は  う た

唄踊り〔全 5回〕
2月8日～3月8日の毎週水曜日18時～

19時　 小金原市民センター　 浴衣
等踊れる姿　 3,000円　 かっぽれ愛
好会・山田☎367－3096
◆パソコンお困り解決相談会
毎月①第2～4金曜日13時30分～15

時30分②第3木曜日10時～14時　 ①
コミュニティーサロン胡桃（新松戸駅下
車）②根木内会館（根木内）　 先着①5
人②9人　 ①2時間500円②50分500
円　 電話でぱそこん119☎090－
4428－8931へ
◆お祭囃

ば や  し  

子・獅子舞・神
か ぐ ら

楽見学会
2月①11日㈷18時～20時②20日㈪・

27日㈪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
◆まつど発達支援フェア
2月12日㈰13時30分～16時　 ふれ

あい22　 ミニコンサート、体験型ワー
クショップ等　 NPO子ども子育て・
発達支援研究会☎070－6555－2295
●よこすかウインドアンサンブルウィン
ターコンサート2017
2月12日㈰13時30分～16時　 森の

ホール21　 ダンス・ムーブメント、
ハリー・ポッター組曲など吹奏楽演奏　
同団体・渋

し ぶ  や  

谷☎090－6037－3673
◆東葛教育芸術祭
2月14日㈫～19日㈰各9時～17時　
さわやかちば県民プラザ（柏市）　

絵画・書道等の展示　 同祭事務局・山
﨑☎090－2450－6623
●キッチンオーガナイズ～家族の健康
はキッチンから !
2月15日㈬10時～11時30分　 市民

会館　 筆記用具　 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

※都合により会場は変更になる場合があります。  ※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。

サンデーねもと歌謡会
毎月第1日曜日12時～16時　 同会

（根本）　 1回1,000円（入会金なし） 
蕪
かぶやま

山☎090－2733－9039

松戸21RC（ランニング・マラソン等）
土・日曜日、祝日各9時～12時　
21世紀の森と広場南口付近　

年1,000円（入会金なし）　 遠藤☎
080－1197－3511

介護予防教室「みんな知り
たいお薬の話」　要申込　
2月17日㈮14時～15時　会場小金市民センター
講師薬剤師・三浦裕

ゆ う  と  

仁氏　対象おおむね65歳以上
の人　定員先着30人　費用無料
電話で小金高齢者いきいき安心センター☎374

－5221へ

がん患者・家族「集いの場」要申込
2月16日㈭13時30分～15時30分　会場市立病院
4号館地下1階第1会議室　内容フリートーキング
定員先着15人　費用無料　※がんの相談も受け付
けています。
電話またはFAXで同病院がん診療対策室☎363

－2171（内線1667）、 363－1489へ

がん患者・家族「緩和ケア教室」
2月28日㈫14時～15時（13時45分から受け付け）
会場市立病院4号館地下1階会議室　内容医療用麻

薬について　定員先着15人　費用無料
直接会場で
同病院がん診療対策室☎363－2171（内線

1667）

幼児救急法スクール　要申込　
3月5日㈰13時～16時　会場ゆうまつど　内容事
故やケガの応急手当ての実技等　対象出産準備ま
たは育児中の人　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）。　
費用100円（保険代）
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

こころの家族教室「統合失調症の理解
と対応」〔全2回〕要申込
2月15日㈬・24日㈮各14時～16時　会場松戸健
康福祉センター（松戸保健所）2階会議室　内容
精神科医や当事者の講演等　対象松戸保健所管内

在住の統合失調症の人の家族で2日間参加できる
人　定員先着20人　費用無料
直接または電話で同センター地域保健課精神保

健担当☎361－2138へ

健康塾「現役訓練士が伝える
認知症予防・ロコモ・
ロボットリハビリ」　要申込
2月22日㈬13時30分～15時　会場東松戸病院大
会議室　講師同病院リハビリ科職員　定員先着40
人　費用無料　※動きやすい服装で。
電話で同病院保健福祉医療室☎391－5500へ

新松戸体操教室〔全4回〕
要申込
4月8日㈯、5月13日㈯、6月10日㈯、7月8日㈯
各10時～11時30分　会場新松戸中央総合病院（新
松戸駅下車）　講師理学療法士　対象70歳未満で
全て参加できる人　定員20人（抽選）
2月28日㈫までに、電話で同病院地域医療推進

室☎345－1111へ

市民の皆さんもゲストで登場、毎回違ったテーマで松戸市の魅力を元気に発信中。 問広報広聴課シティプロモーション担当室☎366－7320 7
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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。

全国大会で健闘 少年サッカーチーム

トリプレッタSC
が県大会で初優勝

　松戸市内の少年サッカーチーム・トリプレッタSCが、全日本少年サッカー県大会
で初優勝し、昨年12月に鹿児島県で開かれた全国大会に出場しました。 全国大会で
は、惜しくも決勝ラウンド進出を逃しましたが、初の全国の舞台で健闘しました。
　主将の野口倖太郎選手は、「全国大会は緊張しましたが、トリプレッタらしいサッ

　もっともっと練習して強いチームになりたいです」と雪辱を誓いました。

　1月8日、新春恒例の「松戸市七草マラソン
大会」が開催されました。参加したランナー
はアップダウンが続くコースに苦しみました
が、沿道の応援を受けて5,384人が見事完走
しました。
　2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クで松戸市がルーマニアのホストタウンに決
定したことを受け、タティアナ・ヨシペル駐
日ルーマニア大使や東京オリンピック出場を
目指す同国の若手有望陸上選手の他、松戸出
身で今年の箱根駅伝に出場した早稲田大学の
安井雄一選手が参加して大会を盛り上げてく
れました。

スポーツ課☎703－0601

七草マラソン大会
が開催されました

5,384人 が完走

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27年11月生
あっという間なもので、1歳になりました。
けがや病気なくすくすく育ってくれてママ
もパパもうれしい！これからもよろしくね。

加か

藤う
と

美み

緒お

平成27年11月生
いっつもニコニコで元気に遊んでく
れます！カメラ向けるとカメラ目
線??これからもいっぱい遊ぼうね！

琉
雅ま

平成28年11月生
表情がころころ変わってかわ
いい翔ちゃん♥よく寝てよく
飲んですくすく育ってね！

　同連合会は、環境美化に努める町会相互の連絡協調や町会の自
主的な環境活動の支援を通じて、快適な環境を目指しています。
主な活動広報誌の発行や花いっぱい運動モデル事業、清掃器具の
共同購入、環境美化啓発用看板の作製配布、研修　会員数58町会・
自治会（平成29年1月現在）　加入世帯数3万1,811世帯　年会費
町会・自治会の構成世帯数に20円を掛けた金額

　ボール紙と布で、手作り甲冑を作ります。
日時3～9月の毎月第2・4水・木曜日9時～16時　会場
戸定が丘歴史公園内松雲亭　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、〒271－8588松戸市役所文化観光
国際課内　松戸市観光協会事務局「松戸手作り甲冑愛好
会」へ
同会・知久☎080－5438－4039

　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。
日時2月18日㈯13時から　会場市民劇場　観覧料無料
（公財）松戸市国際交流協会☎366－7310

松戸市地区環境美化組織
連合会の会員募集 

安心・
安全な
町へ 環境保全課☎366－7336

かっこいい甲冑
を作ろう！ 要申込

外国人日本語スピーチコンテスト

講習会参加者募集
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未来に引き継がれる思い
　今年も「七草マラソン大会」で松戸の年が明けました。
6,000人近いランナーの皆さんは、気持ちのよい新年
の幕開けとなったのではないでしょうか。東京オリンピッ
ク・パラリンピックを控え、松戸市での事前キャンプ実
施に向けて交流が進むルーマニアから、駐日大使や同
国若手有望陸上選手に参加していただきました。大会
の後も、戸定邸で手作り甲

か っ

冑
ちゅう

を体験した他、小・中学
校を訪問するなど、たくさんの市民との交流を楽しんで
いただきました。
　常盤平中学校出身の安井雄一選手。今年の箱根駅伝
で早稲田大学の選手として箱根の山登り5区を経験した
彼は、意外にも七草マラソン大会は初参加とのこと。「市
民の応援が多く、楽しかった」とふるさとの温かさにも
触れていたようです。
　松戸市として29年ぶりに開校した東松戸小学校の校
歌と校章が完成しました。校歌には、「桜」や「元気」
など、全校児童の「取り入れたい言葉やイメージ」が
盛り込まれ、作詞者は珍しく「在校生一同」になってい
ます。小学校の校歌は、大人になっても忘れないもの
です。今後何十年にわたって同校で学ぶ子どもたちの
心に、その思いが響き続けることを祈っています。校
章はデザイン案を募集した結果、27提案の中から児童
のお母さんの提案が選ばれました。桜並木をイメージし
「思いやり」や「勇気」などを表現したそうです。きれ
いな校章ですよ。
　昨年12月に、一斉改選により民生・児童委員503名
の皆さんに委嘱状を伝達しました。また、1月には、退
任者の皆さんに感謝状を贈呈しました。長年のご尽力
に感謝するとともに、引き続き元気な地域づくりにご協
力をお願いしたいと思っています。
　今年は、民生委員制度ができて100年目の記念すべ
き年になります。100年前というと大正時代。時代が変
わっても市民にいちばん近い支援者としての役割は今
も昔も変わらないようです。これからも支えあう心を未
来につないでいきたいものです。

人口 486,503人 
世帯 219,736世帯 

男　　242,099人
女　　244,404人

〔＋ 50〕
〔＋ 101〕

〔△ 23〕
〔＋ 73〕

人口と世帯（平成29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

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

2017.2.1
（平成29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）。

070

松戸市長   本
ほん

郷
ごう

谷
や

 健
けん

次
じ


	170201_web
	170201_8web



