
ダイエー

宝光院

松戸商工
会議所善照寺

西口
公園

防災フェスタin西口公園
3月11日㈯11時～14時〔途中参加可。小雨
決行、荒天中止〕　会場西口公園（松戸駅下車）
内容防災ゲーム、クイズ、非常食の試食他　
費用無料

松戸まちづくり
会議☎080－1023
－0471、 文化観
光国際課☎366－
7327

3月11日㈯・12日㈰各10時松戸駅東西連絡通路市民ギャラリー
前集合、12時頃解散〔小雨決行〕　定員各先着20人　費用100円

（保険料他）
3月8日㈬までに、電話で松戸探検隊ひみつ堂☎727－7825へ

河津桜フェス2
3月12日㈰10時～19時〔雨天決行〕　撮影場
所坂川沿い、宝

ほ う こ う い ん

光院、善
ぜ ん

照
しょう

寺
じ

、松
しょうりゅう

龍寺
じ

、純喫
茶若松、カフェ &バル類、東京ガリバー他　
※受付場所は松戸商
工会議所（松戸駅下
車）　費用2,500円
（当日受け付け）

ケイアイコーポレ
ーション☎03－58
75－3367、文化観
光国際課☎366－73
27

矢切ねぎまつり
　朝採りねぎの産直販売もあります。
日時3月11日㈯・12日㈰各10時～16時　会
場河津桜まつり会場内　費用焼きネギ1本
300円他

戸定さくら雛
　戸定邸に自生する竹を切り出して作る飾り
台に、地域の女性会の皆さんが手作りしたお
雛様を飾ります。
期間3月5日㈰まで　会場戸定邸（要入館料）

さくらまつり謝恩セール
　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
んののぼり旗が目印です。
期間3月11日㈯まで

夜桜ライトアップ
3月12日㈰までの18時～23時　会場坂川ひ
ろば～松龍寺にかけての坂川沿道

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）

　早春の水辺の景色を楽しみながら、旧松戸宿エリアの魅力
を再発見しませんか。飲食屋台や催し物もお楽しみください。

同まつり実行委員会事務局☎362－5356

早春のお花見はいかが? 地域マネーでまつりを満喫

炭火で食べる松戸名物

桜の下でコスプレ

小さくてかわいいお雛様

同時
開催

関連
イベント

関連
イベント東日本大震災から6年

一足早い
春の訪れ

松戸宿坂川河津桜まつり

開催中 開催中

開催中

松戸宿ガイドツアー 要申込

3月11日㈯・12日㈰各10時～16時〔荒天中止〕

行事案内ホームページ
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●3月26日㈰は千葉県知事選挙の投票日
●市民活動イベント「みらいフェスタ」
●21世紀の森と広場「和太鼓の公演」

多文化共生のススメ
「市民活動特集号」を折り込んでいます



案の公表日と公表方法3月1日㈬から、市ホームページへの掲載、公共施設再編課・
行政資料センター・各支所での閲覧　意見の提出期間および方法3月21日㈫〔必
着〕までに、書面に住所・氏名・表題「松戸市公共施設等総合管理計画（案）に
ついて」を記入して、①持参（各支所可）②郵送③FAX④Eメール
⑤市ホームページ専用フォームのいずれかから提出　※意見に
対する個別回答は行いません。
問〒271－8588松戸市役所　公共施設再編課 701－5767、
mckoukyou@city.matsudo.chiba.jp（☎701－5217）

く、堆肥化および減量化された生ごみ
を自己の責任で処理できる人
申請に必要な物①世帯主の名前が記載
された領収書の原本〔購入日から1年
以内で、金額は本体購入価格（税込
み）に限られ、領収書備考欄等にはメー
カー・品名・型番等が記載されている
こと〕②補助金を振り込むための金融
機関の普通預金口座番号（世帯主名義）
③認め印
申直接環境業務課ま
たは各支所へ※申請
書類は市ホームペー
ジからダウンロード
できます。

市ホームページ投票時間7時～20時　問市選挙管理委員会事務局☎366－7386〔投票日当日☎366－7222（7時～21時）〕
投票できる人
　平成11年3月27日までに生まれ、続けて3カ月
以上千葉県内の同一の市町村に住所がある（選挙
人名簿に登録がある）人。 期日前投票所（1階もしくはエレベーターが設置されています） 投票期間 投票時間（期間中毎日）

①市役所本館 2階大会議室（新館のエレベーターで2階へ。
新館と本館の連絡通路に車いす用階段昇降機があります） 3/10 ㈮～25㈯ 8:30～ 20:00
②常盤平市民センター 1階第 1会議室

3/18 ㈯～25㈯

③小金支所（ピコティ西館） 3階待合室
④小金原市民センター 2階会議室
⑤六実市民センター 別館 2階第 1会議室
⑥馬橋集会所（王子神社内） 1階集会室
⑦総合福祉会館 1階ロビー
⑧東部クリーンセンター 管理棟 1階大会議室
⑨アトレ松戸 8階会議室

10:00～ 20:00　※⑩ダイエー新松戸店 4階北側エスカレーター前フロア
※⑩ダイエー新松戸店は、3月23日㈭・24日㈮の2日間、開設時間を21時まで延長します。

区分 投票の可否等
平成28年12月8日以前から
松戸市に住所がある人 松戸市で投票できます

他市町村か
ら転入した
人のうち

平成28年12月8
日までに松戸市に
転入届出をした人

松戸市で投票できます

平成28年12月9
日以降に松戸市に
転入届出をした人

松戸市では投票できません
（注）

（注）県内の他市町村から転入した人で、前住所の選挙人
名簿に登録されている人は、「居住証明書（引き続き千葉
県の区域内に住所があることの証明書）」を提示して前住
所地で投票ができます。あらかじめ県内いずれかの市町
村へ申請し、交付を受けてください。ただし、転居は市
町村から市町村へ1回に限られます。前住所地での名簿
の登録の有無は、前住所地の選挙管理委員会にお問い合
わせください。

現在松戸市に住所がある人

市内転居した人
　平成29年2月25日以降に市内転居の届け出をし
た人は、旧住所地の投票所で投票してください。
郵便等投票制度
　身体障害者手帳等を持っている人で一定要件を
満たす場合、あらかじめ「郵便等投票証明書」の
交付を受け、同制度を利用できます。投票用紙等
の請求期限は3月22日㈬ですので、早めに請求し
てください。

選挙公報
　選挙公報は、3月23日㈭までに、新聞（朝日・産
経・千葉日報・東京・日経・毎日・読売）の各紙朝
刊に折り込み、配布します。市役所、各支所・市
民センター、各図書館など公共施設にも備えます。
開票
　開票は、3月26日㈰21時15分から、松戸運動公
園体育館で行います。当日の投・開票速報、結果
を市ホームページでお知らせします。
公式ツイッターをご利用ください
　市選挙管理委員会公式ツイッター
で、選挙に関する情報を発信してい
ます。ぜひご利用ください。

投票所整理券
　投票所整理券（深緑色）は、三つ折りの圧着はが
きで原則世帯主宛てに郵送します。1枚につき、同一
世帯の最大4人までの整理券が印刷されているので、
投票の際は各自切り離してお持ちください。はがき
が破損・紛失または届いていない場合でも、松戸市
の選挙人名簿に登録されている人であれば、投票が
できますので、投票所係員に申し出てください。
代理投票制度
　心身の故障その他の事由により、投票所で自ら
投票用紙に記入できない人に代わって、投票所の
係員が投票用紙に代理記入する制度です。また、
投票所には点字器・点字用投票用紙を備えています。

期日前投票
　投票日当日、仕事やレジャーなどの予定があり投票に行けない人は、期日前投票をご利用ください。なお、
施設改修工事中のため、「新松戸市民センター」に期日前投票所の設置はありません。

3月1日㈬～7日㈫ 春の火災予防運動実施中

　平成28年中の市内の火災件数は105件で、主な原
因は「放火」「放火の疑い」「たばこ」「電灯等の配線」
「こんろ」となっています。火災種別では、建物火災
は火災全体の60%、車両火災は4%、その他火災は
36%を占めています。

マナー・習慣が火災を防ぐ
放火家の周りの死角になりやすいところの整理整頓を行うなどの対策を。
たばこ「吸い終わったら確実に消す」「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」習慣を
つけましょう。

平成28年度全国統一防火標語「消しましょう その火その時 その場所で」
問消防局予防課☎363－1114

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
高齢者のみの世帯等への取り付け支援の受付等
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

平成28年 平成27年
建物 63件 63件
車両 4件 8件
その他 38件 35件
総件数 105件 106件

【火災発生件数】

【主な火災原因】
平成28年 平成27年

1 位 放火 19件 たばこ 23件
2位 放火の疑い 15件 放火 12件
3位 たばこ 14件 放火の疑い 10件
4位 電灯等の配線 11件 こんろ 7件
5位 こんろ 7件 電灯等の配線 5件

始めませんか? 生ごみリサイクル
問環境業務課☎ 366－7332

　市は、市民のごみ減量意識の向上と
生ごみ減量を目的に、家庭で生ごみの
リサイクルができる生ごみ処理容器の
購入費の一部を助成しています。

コンポスト容器および
EM菌等使用容器
補助金額購入価格の2分の1（限度額
6,000円。コンポスト容器は各年度2
基まで、EM菌等使用容器は4基まで）

電気式生ごみ処理機
補助金額購入価格の3分の1（限度額
20,000円。各年度1基まで）
対象市内に住民登録があり、実際に居
住している世帯主で、市税の滞納がな

平成28年度全国統 防火標語「消しまし うその火その時その場所で」

火災火災かから命ら命をを守る守るためためにに

平成29年1月4日現在

公式ツイッター

市ホームページ

千葉県明るい選挙
シンボルキャラクター

せんきょ君

費用を一部助成

松戸市公共施設等総合管理計松戸市公共施設等総合管理計画画（（案案））
ののパパブブリリッッククココメメンントト（（意見募集意見募集））

手続きを実施します手続きを実施します

の投票日投票日ですですの投票日です3月26日㈰は日㈰は3月26日㈰は 千葉県知事選挙千葉県知事選挙千葉県知事選挙

松戸市ごみ減らし
シンボルキャラクター
「クリンクルちゃん」

要申込

期待込め　その手に託す　この一票（千葉県統一標語）

●広報まつど　2017年（平成 29年）3月1日

2 スマートフォン・タブレット用アプリ「マチイロ」を利用して広報まつどを配信しています。ぜひご利用ください。
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松戸さん、
チーバくん
も来るよ！

お知らせ

「平成29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・市民センターにも備
えています　 環境業務課☎366－7333

平成29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　※登録決定は文書
で通知　※個別に刈り取り依頼者の紹介
はしません　 3月13日㈪までに、環境
保全課で配布する申請書を直接同課環境
衛生係（☎366－7336）へ

平成29年度松戸市ご長寿ハッピーコン
テスト実行委員を募集
60歳以上の市民　 3月17日㈮〔必

着〕までに、はがきに住所・氏名（ふりが
な）・生年月日・年齢・電話番号を記入して、
〒271－0072松戸市竹ケ花74の3　中央
保健福祉センター内ご長寿ハッピーコンテ
スト事務局（☎366－7486）へ

特別養護老人ホーム「プレミア東松戸」
が開設
所在地紙敷297の2　 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　 100人（ユニット型70人、
従来型30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（社福）
白寿会特別養護老人ホームプレミア東松
戸☎712－1165（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

松戸市版「幼児家庭教育パンフレット」
のPR映像がJ:COMチャンネルで放映さ
れます
　幼児期の家庭教育の重要性を解説した
パンフレットです　放映日時 3月の毎週月
曜日12時45分、火曜日22時30分、水曜
日9時、木曜日19時、金曜日16時、土曜
日12時45分、日曜日16時15分　 生涯
学習推進課☎367－7810

理科観察実験アシスタント募集
勤務日原則週2日、長期休業中は勤務な

し　採用期間4月中旬以降～平成30年2
月末　勤務時間8時～16時30分の間で実
働7時間以内（勤務校による）　勤務場所
市立小学校　時給教員免許あり1,450
円、免許なし850円（交通費別途支給）　
選考方法書類および面接　 3月8日㈬ま
でに、電話で指導課☎366－7458へ

雇用促進奨励金の申請受け付け
申請期間3月16日㈭～31日㈮　 要件 ①
ハローワークの紹介で、障がい者また
は市内在住の高年齢者を雇用している
市内の事業所②特定求職者雇用開発助
成金の受給資格決定を受けている事業
主　奨励金額1人につき各月賃金の30%
（上限2万円）　交付期間雇い入れ後1年
（重度障害者等の場合は1年6カ月）経過
した日から1年間　※申請書類は商工振
興課より対象事業所宛てに送付　 同課
労政担当☎711－6377

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
各6人  月額給付①1万5,000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　
交付年額10万円　 5月9日㈫〔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

再生自転車を販売
3月4日㈯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20台（売り切れ次第終了）　
価格5,000円～12,000円（防犯登録付
き）　 （公社）松戸市シルバー人材センタ
ー☎330－5005

馬橋東市民センター「ふれあい交流発
表会」
3月4日㈯10時～17時　 同センター
利用サークルによる発表、作品展示等
同センター☎346－2055

朗読をきくかい
3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

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
3月9日㈭11時～11時30分　 ふれ
あい22　 日

ひ が の

向野のりえ氏（歌）、德川
眞弓氏（ピアノ）による演奏　 ふれあい
22☎383－0022

まつど市民活動サポートセンターの催し
①NPO・市民活動よろず相談室「パソコ
ン無料相談」 3月9日㈭13時から、14
時から、15時から（各1人50分）　 同セ
ンター　 先着9人
②まつど0円マーケット&0円映画（0円
キッチン）無料上映会 3月26日㈰11時
～16時　 同センター
③NPOマネジメント強化セミナー～デー
タが語る、つながりとコミュニティの重要
性～ 3月19日㈰17時15分～20時　
ゆうまつど　 NPO CRファクトリー代表・
呉
 ご  て つ

哲煥
あ き

氏　 先着30人
電話またはEメールで同センター☎365

－5522、 hai_saposen@matsudo‒
sc.comへ（②は申し込み不要）

住宅リフォーム相談と市民講座
3月11日㈯①10時～16時（13時～14
時を除く）＝住宅リフォーム相談②13時～
14時＝市民講座（リフォーム・バリアフリー
等のポイント）　 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

小金原市民センター「春の合同作品展」
3月12日㈰10時～17時　 同センター
利用サークルによる作品展示　 同セ

ンター☎344－8268

（公社）松戸市シルバー人材センターの
臨時入会説明会
3月16日㈭10時から　 市民会館　
市内在住の60歳以上の人　 同センター
☎330－5005

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月15日㈬10時～10時30
分〔雨天中止〕　 八

はちこうだい

光台公園（八ケ崎

1の42）、川
かわはぎ

萩公園（三矢小台5の28）　
各先着100人　 市民安全課☎366－
7285

シティー・ミニコンサート～春の憧れと
喜び～
3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
目春の夜（シューマン=リスト）、幻想曲さ
くらさくら（平井康三郎）他　演奏者吉村
直美氏（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）

松戸市立図書館・柏市立図書館連携事
業 ふるさと「まなび」塾　近世・近現
代の松戸と柏の関連を語る
3月22日㈬14時～16時　 子ども読
書推進センター　 水戸街道小金町昭和
の町村合併・東京行商人を中心に　 聖
徳大学講師・相原正義氏　 先着50人
電話で図書館☎365－5115へ

講座「縄文人のお墓を掘る～近年の松
戸市内の発掘調査事例から～」
3月23日㈭10時～11時45分（開場9時

40分）　 市民会館　 市内の遺跡や出
土品について説明。土器や石器などの展
示もあり　 社会教育課発掘調査員　
先着80人　 同課☎366－7462

会 議

教育委員会会議
3月9日㈭14時から　 京葉ガスF松戸
ビル5階会議室（傍聴は13時30分から受
け付け）　 教育企画課☎366－7455

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

会場松戸駅周辺（駅西口デッキ上、西口公園、
伊勢丹松戸店前広場、アトレ松戸3階）

3月25日㈯10時30分～15時30分

問まつど市民活動サポートセンター☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-sc.com

特別企画  スタンプラリー スタンプラリー
　4会場を巡って松戸の謎を解き明か
そう！参加者には景品があります。

3月3月111日1日㈯㈯・・26日㈰、26日㈰、
4月8日㈯に4月8日㈯に
市民課の窓口を市民課の窓口を
臨時開設します臨時開設します

　3・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 ～ 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

市 民  活  動  イ  ベ  ン  ト ステージ、ゲーム、クイズ、
飲食など、子どもから高齢
者まで全ての世代が楽しめ
るイベントです。

　3月～7月頃はカラスの繁殖期で、
親ガラスはヒナを守るため、近づいて
くる人に対して鳴き声・低空飛行によ
る威

 い  かく

嚇、頭部への攻撃をしてくること
があります。近くに巣やヒナがいる場
合があるので、近づかずに頭部を守
り、その場を離れましょう。
環境政策課☎366－7089

子育て中のカラスに注意子育て中のカラスに注意
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申3月6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3、☎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。

※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。 
※受付開始時に定員を超えた場合のみ抽選。

会場 クラブ名 活動日 時間 募集人数

矢
切

書道（1） 第1・3木曜日 10:00～12:00 10人
書道（2） 第1・3火曜日 10:00～12:00 10人

俳句 第2水曜日・第4金曜日 10:00～12:00
13:00～15:00 若干名

茶道 第1・2・3・4火曜日 13:00～15:00 若干名
コーラス 第1・3水曜日 9:30～11:00 10人
健康歌謡クラブ 第1・3土曜日 13:00～15:00 若干名
そろばん 第1・3木曜日 13:00～15:00 若干名
詩吟 第1・2・3・4水曜日 10:00～12:00 10人
かるた
（楽しい百人一首） 第3土曜日 13:00～15:00 10人

陶芸 第1・2・3・4土曜日 9:30～12:00 若干名
フォークダンス 第1・2・3・4水曜日 13:00～15:00 10人
ハワイアンダンス 第2・4金曜日 13:00～15:00 10人
囲碁 休館日を除く毎日 12:00～16:00 若干名
民謡 第1・2・3・4金曜日 10:00～12:00 若干名
社交ダンス 第1・2・4土曜日 13:00～15:00 男女各10人
折紙 第1・3金曜日 13:30～15:30 若干名
新舞踊 第2・4木曜日 10:00～12:00 若干名
華道 第2・4金曜日 13:30～15:00 若干名

六
実
高
柳

水彩画 第1・3水曜日 10:00～12:00 4人
パンフラワー 第2・4火曜日 10:00～12:00 2人
詩吟 第1・3金曜日 13:30～15:30 4人
書道 第2・4水曜日 13:00～15:00 2人

茶道 第1火曜日 9:00～16:30 1人第3火曜日 12:30～16:30

生花 第2木曜日 13:00～15:00 8人第4木曜日 10:00～12:00

障害者福祉センタ障害者福祉センターー 要申込

ふれあい教室参加者募集ふれあい教室参加者募集

松戸地域職業訓練センターの講座前期の受講者募集 要申込

講座名 日時

機能訓練 リハビリ・個別 毎週月曜日 13:00～16:30
リハビリ・集団 第1・2・3水曜日 13:00～15:00

社会適応
訓練

パソコン・A （初級者・基本） 第2・4日曜日 14:00～16:00
パソコン・B （初級者・活用） 第1・3火曜日 10:00～12:00
パソコン・C （中級者・基本） 第1・3土曜日 10:00～12:00
パソコン・D （中級者・活用） 第1・3月曜日 10:00～12:00
パソコン・E （上級者） 第1・3金曜日 10:00～12:00
中途失聴者・難聴者のための手話教室 第3日曜日 10:00～12:00

創作活動

陶芸 第1・3火曜日 14:00～16:00
生け花 第1・3月曜日 14:00～15:30
水彩画 第1・3水曜日 10:00～12:00
書道・A 第1・3火曜日 14:00～15:30
書道・B 第2・4火曜日 10:00～11:30
絵手紙 第1・3水曜日 14:00～16:00
バードカービング 第1・3日曜日 14:00～16:00

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〕 4/13～6/1の毎週月・木曜日9:30～12:30（5/1・4を除く）　 20人 20,000円
日商簿記2級受験講座〔全12回〕 8/5～11/4の毎週土曜日10:00～16:00（8/12、9/23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〕 6/11㈰・17㈯、7/9㈰・15㈯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〕 8/22㈫・23㈬・24㈭・25㈮各18:00～21:00 20人 5,000円
宅地建物取引士受験講座〔全35回〕 4/18～8/24の毎週火・木曜日18:30～21:00（5/2・4、8/15を除く） 20人 50,000円
行政書士受験講座〔全30回〕 4/24～8/21の毎週月・水曜日18:30～21:00（5/1・3、7/17、8/14・16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〕 8/25～10/30の毎週月・水・金曜日18:30～21:00（9/18、10/9を除く）　 20人 45,000円
ビジネス英会話講座〔全12回〕 5/10～7/26の毎週水曜日19:00～20:30 25人 13,000円
ビジネス中国語会話講座〔全12回〕 5/2～8/1の毎週火曜日19:00～20:30（6/27、7/4を除く） 20人 13,000円
英会話基礎講座〔全10回〕 4/18～6/27の毎週火曜日10:00～11:30（5/2を除く） 25人 10,000円
英会話初級講座〔全12回〕 4/5～6/28の毎週水曜日13:00～14:30（5/3を除く）　 25人 13,000円
英会話中級講座〔全12回〕 4/5～6/28の毎週水曜日10:00～11:30（5/3を除く）　 25人 13,000円
シンプル中国語会話講座〔全12回〕 5/12～8/4の毎週金曜日10:00～11:30（6/30を除く） 20人 13,000円
韓国語入門講座〔全12回〕 4/14～9/15の毎週金曜日13:40～15:10（4/28、5/5、6/2・23、7/7・21、8月、9/1を除く） 25人 13,000円
韓国語初級講座〔全18回〕 4/14～9/15の毎週金曜日12:00～13:30（5/5、8月を除く）　 25人 20,000円
韓国語中級講座〔全18回〕 4/14～9/15の毎週金曜日10:15～11:45（5/5、8月を除く）　 25人 20,000円
健康ヨーガ入門講座〔全12回〕 4/7～6/30の毎週金曜日10:00～11:30（5/5を除く） 25人 12,000円
陶芸入門講座〔全12回〕 4/6～6/29の毎週木曜日10:00～12:30（5/4を除く） 18人 12,000円
実用書道講座〔全12回〕 4/1～7/8の毎週土曜日10:00～11:30（4/15・29、5/6を除く） 25人 12,000円

矢切 矢切老人福祉センター☎ 368－1508
六実高柳 六実高柳老人福祉センター☎ 386－3478
常盤平 常盤平老人福祉センター☎ 382－5125
小金原 小金原老人福祉センター☎ 344－8270
東部 東部老人福祉センター☎ 392－3701
※矢切・小金原は抽選、六実高柳・常盤平・東部は先着順。

対象市内在住の60歳以上の人　費
用無料（クラブによっては材料費が必
要です）
申3月1日㈬～8日㈬10時～16時（6
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へ

会場 クラブ名 活動日 時間 募集人数

常
盤
平

華道（龍生派） 第2・4火曜日   9:30～12:00 若干名
基礎英語教室 第2・3・4火曜日 10:00～12:00 若干名
カラオケ 毎週火曜日 13:00～15:45 6人
フラダンス 第2・4水曜日 10:00～12:00 10人
日本舞踊（坂東流） 毎週水曜日 13:00～15:00 10人
詩吟（神風流） 第1・3・5木曜日 10:00～12:00 5人
あじさい（カラオケ） 毎週金曜日   9:30～12:30 12人
手芸（フランス刺繍） 第1・3金曜日 10:00～13:00 若干名
民舞 第1・3・5金曜日 13:00～16:30 7人
健康体操 第1・2・3・4土曜日 11:00～12:30 6人
社交ダンス 毎週土曜日 12:30～16:00 男女各5人

陶芸 第1・2日曜日
第3日曜日（奇数月） 12:30～15:30 3人

俳句 第4日曜日 13:00～16:30 若干名
ギターで愉しい会 毎週日曜日 10:00～12:00 5人

小
金
原

墨絵 第1・3・4火曜日 9:00～12:00 7人
編み物 第1・2・3水曜日 9:00～12:00 1人
英会話 第1・3・4火曜日 13:00～16:00 5人
華道 第1・3・4水曜日 9:00～12:00 5人
民謡 第1・2・3水曜日 13:00～16:00 10人
民踊 第1・2・3土曜日 13:00～16:00 10人
茶道 第1・2・3木曜日 9:00～12:00 6人
詩吟 第1・2・3木曜日 13:00～16:00 10人
書道 第1・3木曜日 9:00～12:00 6人
日舞 第1・2・3土曜日 9:00～12:00 5人
俳句 第2・4金曜日 13:00～16:00 5人

東
部
民謡 第1～4金曜日 10:00～15:00 10人
パンフラワー 第1木曜日 10:00～15:00 10人
手遊び 第2木曜日 10:00～12:00 10人

講座名 日時

創作活動

押し花 第2・4水曜日 14:00～15:30
編物 第1・3金曜日 13:00～15:00
さをり織り（A） 第2・4金曜日 10:00～12:00
さをり織り（B） 第2・4金曜日 13:00～15:00
墨絵 第2・4日曜日 10:00～12:00

スポーツ・
レクリエー
ション

コーラス 第2・4月曜日 10:30～12:00
フラダンス 第1・3木曜日 13:00～15:00
車椅子レクダンス 第2土曜日 13:00～16:00
卓球・親子 第1・3日曜日 13:00～15:00
卓球・個人 第1・3日曜日 15:00～17:00
カローリング 第2土曜日 10:00～12:00
カラオケ 毎週金曜日 10:00～12:00

その他 囲碁 毎週金曜日 13:00～17:00
朗読をきくかい 第2水曜日 10:00～11:30

期間4月から1年間（パソコンは3カ月～6カ月間、さをり織りは3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、
四肢または体幹に障がいのある人で、医療機関での治療が終了し、他の施設などで訓練を受けてい
ない65歳未満の人〕　定員各先着15人程度（パソコン・さをり織りは各5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。

申3月3日㈮9時から、直
接または電話・FAXに住
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、ふれあ
い22障害者福祉センター
☎383－7111、 383－
5522へ

老人福祉センター 要申込

クラブ活動の会員募集

●広報まつど　2017年（平成 29年）3月1日
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救急医療体制
※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

テレホン案内サービス☎366－0010

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

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〕

子ども読書推進センターからのお知らせ

白井聖地公園行白井聖地公園行きき季季節節ババススをを運運行行ししまますす

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

●市民センターおはなし会
日程 会場
3/10㈮ 明市民センター
3/15㈬ 常盤平市民センター
3/17㈮ 五香市民センター
3/21㈫ 小金原市民センター

日程 会場

3/23㈭ 和名ケ谷スポーツセンター（分館内）
3/24㈮ 馬橋市民センター
3/28㈫ 小金市民センター（分館内）

時間各15時30分～16時　対象幼児～小学生と保護者

●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～
日程 時間 会場（駐車場はありません）
3/10㈮ 10:30～11:00 常盤平児童福祉館
3/14㈫ 10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
3/17㈮ 10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
3/22㈬ 10:30～11:00 E－子どもの森　ほっとるーむ新松戸
3/23㈭ 10:30～11:00 矢切公民館
3/24㈮ 11:20～11:50 根木内こども館
対象0～3歳くらいの子と保護者

共 通  費用無料　  子ども読書推進センター☎331－0077

●小さい子のためのおはなし会
3月2日㈭・3日㈮・7日㈫・9日㈭・14日㈫・17日㈮・23日㈭・24
日㈮・28日㈫・30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

会場21世紀の森と広場内森の工芸館　対象乳
幼児と保護者、小学生以上　費用無料

   「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに、
子どもたちが楽しみながら自由に過ごせます。

冒険 ここどど びびもも 場場のの遊遊

運行日3月18日㈯～20日㈷　運行時間片道約40分

※子ども料金は半額。 ※白井聖地公園行きは乗車のみ、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支払ってください（前払い）。 
　問ちばレインボーバス㈱☎0476－46－0022

松戸市営白井聖地公園行き 五香駅西口行き

停留所 五香駅
西口発

旧六高台
病院

六実駅
入口 停留所 白井聖地公園発

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 日時3月11日㈯・12日㈰

　　 10時～16時〔雨天決行〕

 子どもわかもの課
　☎366－7464

市立病院・東松戸病院サ市立病院・東松戸病院サイイトトがが
新新ししくくななりりましたました

Ｐｏｉｎｔ2

Ｐｏｉｎｔ1

　利用者のニーズに合わせ、スマートフォン版・
タブレット版をリニューアルしました。

知りたい情報にすぐたどり着ける！
　閲覧の多いページのバナーやアイ
コンを作成し、カテゴリー別に分けま
した。

市立病院で学びたい研修医・学生向けの
入り口ができました！
　見学会や研修プログラムの紹介、看護専門
学校の情報をまとめています。

 市立病院経営企画課☎363－2206

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）

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
（4月は4/3です） 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 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

市立病院
ホームページ
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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 土
ワンワンまつり　みんなで
ワッショイ～カーニバル編～
　★

13:00
16:00

NHKプロモーション 
☎03－5790－0888

12 日
Around 40 MEMORY 
CONCERT　杉山清貴/辛
島美登里/中西保志/沢田知
可子　★

17:00
森のホール21チケット
センター 
☎384－3331

18 土
布施明 AKIRA FUSE  LIVE
2016－2017～君に会いに
行くよ～　★

17:30 Ro-Onチケット☎365－9960

23 木 小金高校吹奏楽部定期演奏会 17:00 同校　中島☎341－4155

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

29 水 国府台高校吹奏楽部スプリングコンサート 16:00 同校吹奏楽部☎373－2141

30 木 第四中学校吹奏楽部定期演奏会 18:00 同校☎387－5311

小
ホ
ー
ル

17 金 石川綾子ヴァイオリンコンサート2017　★ 18:30 Ro-Onチケット☎365－9960

19 日 島村楽器ピアノコンサート2017

10:15 同楽器　ミュージック
サロンみのり台
☎365－0569

13:30
16:30

20 祝 Spring　Concert 18:50 村木ピアノ教室☎367－5919

26 日 ピアフル音楽教室ピアノ&フルート発表会 12:30 大森☎344－6048

28 火 松戸国際高校吹奏楽部定期演奏会 17:00 同校吹奏楽部☎386－0563

30 木 高校演劇フェスティバル 11:00
同フェスティバル実行事
務局・中野
☎362－9101

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。

 「こころの体温計」に新モードが登場
　3月は自殺対策強化月間です。携帯電話やスマート
フォン、パソコンを使って簡単にメンタ
ルヘルスチェックができるシステム「こ
ころの体温計」に、新しく「睡眠障害
チェック」と「楽観主義のすすめ（ここ
ろのエンジン）」モードが加わりました。
　アプリは無料でダウンロードできます（通信料は自
己負担）。
中央保健福祉センター☎366－7489、小金保健福

祉センター☎346－5601、常盤平保健福祉センター
☎384－1333

3月3日㈮・13日㈪に市立病院皮膚科外来
は全休診します
市立病院皮膚科外来☎363－2171（内線1152）

3月10日㈮に市立病院小児脳神経外科外来
は全休診します
同病院同外来☎363－2171（内線2101）

愛の献血 
3月①5日㈰②22日㈬③31日㈮
①③10時～11時45分、13時～16時②9時30分～11時

30分、12時45分～16時　会場①ダイエー新松戸店前
（JR新松戸駅下車）②マブチクラブ（松飛台176）③市
役所　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。
健康推進課☎366－7487

肝臓病教室
3月11日㈯14時～16時　会場国際医療研究センター
国府台病院肝炎・免疫研究センター研修室A　内容
肝臓がん抑制を目的とした肝硬変の栄養食事療法他　
費用無料
同病院・村田☎047－375－4738

健康塾「社会に活躍し続けるために～体力
とリハビリ～」
要申込
3月17日㈮14時30分～16時　会場東松戸病院大会
議室　講師同病院医師・谷津隆男　定員先着60人　
費用無料
電話で同病院保健福祉医療室☎391－5500へ

がん患者・家族「緩和ケア教室」
3月28日㈫14時～15時　会場市立病院4号館地下1階
会議室　内容抗がん剤の副作用について　定員先着
15人　費用無料
同病院・がん診療対策室☎363－2171（内線1667）

こころの体温計

Ｑ．50マイルが貯まりました。今年度の抽選に
参加するにはどうするの？
Ａ．応募用紙に必要事項を記入し、3月7日㈫〔必
着〕までに応募してください。

Ｑ．50マイル貯まっていません。2月までにせっ
かく貯めたマイルはどうなるの？
Ａ．今年度の抽選対象にはなりませんが、同事
務局に提出すると「もっとガンバマイル」とし
て累積されます。

Ｑ．「もっとガンバマイル」ってなに?
Ａ．年度を越えても消滅せずに累積されるマイル
のことです。規定マイルに達すると表彰されます
ので、貯め続けましょう!

Ｑ．次の抽選に参加するためにはどうするの？
Ａ． 3月1日から新しくマイルを貯めてご応募く
ださい。　※新しい応募用紙は4月中旬から公共
施設等で配布予定です。それまでは平成28年度
の応募用紙をご使用ください。　※2月28日ま
でに貯めたマイルと3月1日以降に貯めたマイル
を合算して抽選に参加することはできません。

まつど健康マイレージ
～3月1日からマイルはどうやって貯めるの?～
同事務局健康推進課

☎366－7486

市ホームページ

◆エアロビック&ダンスパフォー
マンス発表会
3/4㈯14:00
エアロビクスムーブメント・高

倉☎090－7223－2116
◆消防音楽隊定期演奏会（要入
場券）
3/5㈰13:30
消防総務課☎363－1116

◆大
だい

うたごえ喫茶　★
3/11㈯12:30
同実行委員会・金本☎090－

9248－8327
◆北総シンフォニックウインド演
奏会
3/19㈰13:30
同会・澤

さ わ ざ き

﨑☎080－3179－39
63
◆新松戸混声合唱団35周年記
念コンサート
3/20㈷15:00
同合唱団・白

しら

須
す

☎090－5564
－2125
◆県立松戸高校吹奏楽部卒業コ
ンサート
3/25㈯13:30
同校☎341－1288

◆人形劇「ピノキオ」公演　★
3/26㈰14:00
NPO子どもっとまつど☎344

－2272（月・水・金曜日の10時
～16時）

◆松戸RC文化・スポーツ大賞
表彰式
3/8㈬16:00
松戸ロータリークラブ事務局

☎366－2266
◆医療講演とコンサート
3/9㈭14:00
松戸クラシック音楽を楽しむ

会☎090－1805－2206　※事
前申込制
◆JOYFUL　WORLDバレエ発

表会
3/11㈯14:00
タネル志乃☎080－2026－

4795
◆家庭倫理講演会　★
3/18㈯10:30
浅井☎090－1111－5825

◆松戸PV音楽教室発表会
3/20㈷①9:40②12:40
同教室☎367－8338

◆松戸童謡の会　童謡を歌う
（月例会）　★
3/22㈬13:55
鈴木☎343－6631

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

◆ラウレア・フラスタジオ発表
会　★
3/25㈯14:30
恒吉☎090－6179－2077

◆健康カラオケ発表&コンテスト
3/28㈫13:30
冨永☎341－3623

◆松戸国際高校演劇部自主公演
3/28㈫18:30
同校・諸岡☎386－0563

◆一芸と川の歌コンサート　★
3/30㈭13:00
川いい会・阿部☎080－5058

－6754
◆ポンテ　コンサート　★
3/31㈮①14:30②18:00
城岡☎080－5541－4283

◆Kalafi na “9+ONE”
4/15㈯17:00・16㈰16:00
会場大ホール　費用全席指定
7,300円　※未就学児入場不可
（3/18㈯発売）
◆ゴスペラーズ坂ツアー2017
“Soul Renaissance”
4/22㈯17:30
会場大ホール　費用全席指定
6,500円　※未就学児は保護者
1人につき1人のみひざ上鑑賞可。
座席が必要な場合はチケット必要
（発売中）

◆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）　※未就学児は親子
鑑賞室へ案内（発売中） 
◆春風亭小朝独演会
5/20㈯13:30
会場市民会館　費用全席指定
3,600円　※未就学児入場不可
（発売中）
◆さだまさしコンサートツアー
2017
5/20㈯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
（3/4㈯発売）
◆TOSHIKI KADOMATSU TOUR 
2017“SUMMER MEDICINE FOR 
YOU vol.3” ～SEA IS A LADY～
5/21㈰17:30
会場大ホール　費用全席指定 
8,500円　※3歳以上（座席が
必要な場合は3歳未満も）チケッ
ト必要（発売中）
◆福田こうへいコンサートツ
アー2017～全身全霊～
5/26㈮①13:30②17:30
会場大ホール　費用全席指定
SS席6,500円　※未就学児入場
不可（発売中）
◆清水ミチコ TALK&LIVE 2017
6/2㈮19:00
会場市民会館　費用全席指定
4,000円　※未就学児入場不可
（3/4㈯発売）

◆①ピラティス②ヨガ
3/8㈬・22㈬11：00～12：00②3
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500円　 同体育館☎341
－2242
◆コンディショニングエクササイズ
3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500円　 同体育
館☎331－1131

◆インディアカ教室
3/4㈯19：00～21：00　会場大
橋小学校体育館　持ち物上履き、
飲み物　 スポーツ推進委員・
佐藤☎080－5084－7077
◆①ピラティス②骨盤ヨガ
3/①6㈪・13㈪13：30～14：30
②14㈫・28㈫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500円　 同体育館☎386
－0111
◆三世代交流グラウンド・ゴルフ
大会
3/11㈯9:00～12:00　会場松
ケ丘小学校 スポーツ推進
委員・星☎369－2412
◆ソフトバレーボール教室
3/12㈰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

◆初心者グラウンド・ゴルフ教室
3/19㈰9：00～12：00　会場八
ケ崎小学校　 スポーツ推進委
員・峯田☎341－2978
◆カローリング、ファミリース
ポーツ教室
3/19㈰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
◆グラウンド・ゴルフ大会
3/19㈰9:00～13:00　会場小金
北小学校（駐車場はありません）
定員先着140人　費用300円
スポーツ推進委員・堀☎344

－1735
◆グラウンド・ゴルフ教室
3/①19㈰9:00～13:00②26㈰
9:00～12:00　会場①新松戸西
小学校②六高台スポーツ広場A・
B　 スポーツ推進委員①矢野
☎090－3107－0348②伊藤☎
090－8027－8076

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）」

●広報まつど　2017年（平成 29年）3月1日
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◆パソコン初心者講習（名簿作り他）
3月～4月の希望日①10時～12時②

13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1人　 2,000円
電話で同NPO・石井☎703－7284へ
◆健康麻雀
3月毎週①木曜日②土曜日③20日㈷・

27日㈪各12時10分～17時15分　 ①
もとやま会館（新京成五香駅下車）②六
実③松飛台各市民センター　 1日
1,000円　 電話でNPOメーク・小金
谷☎090－6187－5060へ
◆松戸自主夜間中学校開講記念公開授業
3月4日㈯14時～17時　 市民会館
文部科学省教育制度改革室長・常

と き わ

盤木
ぎ

祐一氏　 先着150人　 電話でNPO松
戸市に夜間中学校をつくる市民の会・榎
本☎090－3103－1006へ
●歌謡体操（脳と体の活性）
3月5日㈰・19日㈰各10時～11時
馬橋市民センター　 60歳以上の女

性　 先着5人　 各500円　 電話で
歌謡体操・小関☎080－5718－2973へ
●プラーナヨーガ体験会
3月①6日㈪10時～11時30分②7日㈫

9時20分～10時50分③15日㈬19時～
20時30分　 ①松飛台市民センター②
常盤平体育館③六実市民センター　 動
きやすい服装・タオル等　 各1,000円
電話でヨガサークル・ビハーラ・小

こ

畠
ばたけ

☎090－7197－3616（15時～20時）へ
●健康体操教室（ストレッチ、リズム
体操等）
3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　 各500円　 電話で健康体
操さざんか・笠原☎342－6431へ
●初心者および初級者社交ダンス講習会
〔全4回〕
3月9日～30日の毎週木曜日13時～15
時　 八ケ崎市民センター　 1,000円
舞踏会・石田☎090－1542－5940
●学童わらべうたの会発表会
3月11日㈯10時～12時　 常盤平市

民センター　 学童わらべうたの会・佐
佐木☎090－8644－0408
◆講演会「べてるの家」から吹く風！
3月11日㈯13時30分～16時　 明市
民センター　 「当事者研究」とその新
しい展開　 北海道医療大学教授・向

むかい

谷
や

地
ち

生
い く よ し

良氏　 先着100人　 FAXで土曜
会☎ 385－7070へ
◆お祭囃

ば や  し  

子・獅子舞・神
か ぐ ら

楽見学会
3月①11日㈯18時～20時②27日㈪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
◆千葉県作業療法士会学会
3月12日㈰9時30分～12時30分　 市
民劇場　 講演「住民が学び活動できる
地域をつくる」他　 茨城県立医療大学
名誉教授・大田仁史氏　 一般のみ無料
同事務局 2016caot@gmail.com
◆河原塚中学校の創立 40 周年を祝う
チャリティーコンサート＆バザー
3月12日㈰10時～14時　 熊野神社

（河原塚）　 同事務局☎367－1324
◆4月1日㈯開催の常盤平さくらまつり
で阿波踊り（体験・練習会）
3月12日㈰・26日㈰各19時～20時30

分　 第三中学校体育館　 電話で阿
波踊り惣

そ う  の  か ぜ れ ん

ノ風連・田代☎090－1043－
0226へ
◆講演『古代に揚子江方向から稲作を
伝えた農民の国「魏志倭人伝の不

ふ こ

呼
国」』
3月14日 ㈫13時30分 ～16時30分　
市民会館　 先着30人　 1,000円
電話で歴史学講座「創世」・小嶋☎

090－1261－7366へ
◆成年後見無料相談会
3月15日㈬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
●男の料理教室体験会
3月15日㈬17時～20時　 市民会館
先着3人　 バンダナまたは頭巾、エ

プロン、手ぬぐい、布巾　 電話でにん
じんクラブ・斉藤☎388－2667（昼間
のみ）へ
●玄関のオーガナイズ～玄関は家の顔!
3月16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
◆ともしび読書会
3月16日㈭10時～12時　 ゆうまつ

ど　 テキスト「舟を編む」三浦しをん
著　 200円　 電話で同会・野淵☎
363－2925へ
◆法律と生活の相談室
3月16日㈭、4月20日㈭各10時～15

時　 NPO成年後見センターしぐなるあ
いず（松戸駅下車）　 障がい者・高齢者・
支援者　 各先着4人　 電話で同セン
ター☎702－7868へ
◆つるしびなを作りましょう
3月18日㈯・26日㈰各13時～15時
新京成松戸新田駅近くの家庭文庫
先着5人　 1,000円　 電話で家庭

文庫ピッピ・足立☎368－5334へ

◆人間関係の改善に「心の境界線」講座
3月18日 ㈯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
◆落語会（春風亭昇也・桂伸三）
3月18日㈯17時～19時　 常真寺（大

谷口18）　 先着50人　 1,000円　
当日会場で　 同寺☎342－1616
●松戸市カローリング大会
3月19日㈰9時30分～12時　 柿ノ

木台公園体育室　 小学生以上の人　
500円　 FAXで氏名・連絡先を記入

して、松戸市カローリング協会・藤倉
361－1993（☎090－4098－9016）へ
◆千葉大学園芸学部公開研究発表会
3月20日㈷13時～16時30分　 同大

学同学部合同講義室（松戸駅下車）　
先着100人　 当日会場で　 同大学
同学部学務係☎308－8713
◆人形劇団プーク公演「ねずみくんの
チョッキ・スカーフのファンタジー」
3月20日㈷13時30分～15時　 小金

原体育館　 先着120人　 3歳以上の
子1,300円（前売り1,000円）、大人1,500
円（前売り1,200円）　 電話で小金原保
育の会幼児教室☎345－0012へ
●小金オープンスクール①篆

て ん こ く

刻講座②
環境講座「多様な生物を育む春のビオ
トープ」
3月25日㈯①10時～12時②13時～

17時　 小金高校　 上履き　 ①
800円（高校生以下600円）②300円（高
校生以下100円）　 3月16日㈭〔必着〕
までに、往復はがきに住所・氏名・年齢・
電話番号・篆刻講座希望（経験の有無も）
またはビオトープ希望と記入して、〒270
－0034松戸市新松戸4の59新松戸郵便
局留置　小金オープンスクール実行委員
会へ　 同スクール・室﨑☎080－
4131－0850
◆けん玉教室（指導と段級認定）
3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
●歴史散歩「小金牧の野

の ま

馬の捕
と っ こ め

込（国
指定史跡）など初富地域を歩く」
3月26日㈰13時30分新京成北初富駅

集合、16時30分新京成初富駅解散　
300円　 当日会場で　 松戸史談会・
松田☎342－1764（夜間のみ）
◆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月26日㈰14時から②4月2日㈰17

時から　 ①同校体育館②森のホール
21大ホール　 同部友の会・大和田☎
090－7733－3559
●初心者弓道教室〔全10回〕
4月1日から毎週土・日曜日13時～15
時 運動公園弓道場　 市内在住の成
人 20人（抽選）　 5,000円　 3月
15日㈬〔必着〕までに、往復はがきに
住所・氏名・年齢を記入して、〒270－

0034松戸市新松戸4の32の1東パーク
ハウスA-702　檜

ひ ざ

座世
せ き お

喜男へ　 松戸
市弓道連盟・新

しん

好
よし

☎385－7939
◆シニア初心者、初・中級者テニス教室
4月～11月（8月を除く）の毎週水曜日

または金曜日の9時～11時、11時～13
時、13時～15時　 松戸テニス倶楽部
（金ケ作）　 各18,900円（保険別）　
3月24日㈮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
大会①春季大会（個人戦）②春季クラ

ブ対抗大会（団体戦）　
4月①9日㈰②29日㈷各8時から受け

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ペア
1チーム（中学生以上）男女1.2.3部別
市内在住・在勤・在学・在クラブの人

（①はペアの1人が市外でも可）　 ①1
ペア3,000円、（中学生2,000円）②1チー
ム6,000円　 ①3月22日㈬②4月5日
㈬までに所定の振り込み用紙で　 同
連盟・藤井☎090－4014－9753

教室
3月～6月の毎週①②火曜日③木曜日

④金曜日⑤土曜日10時～12時⑥水曜日
12時～14時⑦火曜日19時～21時
①③栗ケ沢公園②⑤⑦金ケ作公園④⑥中
央公園各庭球場　 各先着40人　 1
回500円　 電話で同連盟・吉田☎090
－4131－8039へ
●松戸市テニス協会（硬式）の催し

松戸市シングルス大会
4月16日㈰・23日㈰、5月5日㈷・14日

㈰・21日㈰・28日㈰（予備日6月4日㈰）
各9時～17時　 栗ケ沢公園庭球場　
市内在住・在学・在勤・協会加盟クラ

ブの会員　 1人2,000円
テニス教室①③④ジュニア②ナイ

ター⑤～⑧初心者⑨初心者シニア
4～7月の毎週①月・金・土曜日17時

～18時30分②日・月・金曜日19時～
21時、5～7月の毎週③水曜日④木曜日
各16時～17時30分、4～6月の毎週⑤土
曜日 A 8時～9時30分 B 9時30分～11
時⑥土曜日 A 9時～10時30分 B 10時
30分～12時、5～7月の毎週⑦火曜日A
9時～10時30分 B 10時30分～12時⑧
金曜日A 14時～15時30分 B 15時30分
～17時⑨4～6月の毎週火曜日 A 12時
～14時 B 14時～16時　 ①②金ケ作
公園③⑤中央公園④⑥～⑨栗ケ沢公園各
庭球場　 ①③④市内在住、在学の小学
生（①の土曜のみ中学生可）②⑤～⑨市
内在住、在勤の人　 各先着①⑤⑥60
人②90人③④40人⑦⑧⑨30人　 ①⑤
～⑨各10,000円（①の月曜日のみ7,500
円）②14,000円（月曜日のみ10,500円）
③④各7,500円　 3月 22日㈬
15日㈬〔必着〕までに、同協会ホー

ムページ http://www.tennis‒mta.
org/へ　 同協会☎341－1133（火・
木・土曜日の12時30分～16時30分）

※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。

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30年3月の毎週日曜日8時

～10時　 金ケ作公園庭球場　 小学
2～6年生　 先着30人　 月2,000
円（入会金2,000円）　 同団ホームペ
ージ http://www.fl ore-jr.org/
小金原テニスクラブ（硬式）
毎週①火・水・金曜日②土・日曜日、

祝日各7時～17時他　 栗ケ沢公園

庭球場　 小学生以上　 月1,250円
（入会金5,000円、中・高校生3,000
円、小学生無料）　 竹内☎346－
7998
紙敷テニスクラブ（硬式）
毎日9時～17時　 紙敷庭球場　

市内在住・在勤・在学の中学生以上の
人　 先着10人　 年15,000円（入
会金5,000円）　 久

く る い

留井☎080－
6808－6601

内容 日程
① パソコン入門 4/  4㈫
② Word基礎〔全2回〕 4/  5㈬・12㈬
③ Excel基礎〔全2回〕 4/20㈭・27㈭
④ タブレット（iPad）入門 4/11㈫
⑤ タブレット（iPad）実用 4/18㈫
⑥ スマホ入門 4/25㈫
⑦ スマホ・アプリ 4/  5㈬
⑧ Windows10の操作 4/  6㈭
⑨ ブログ 4/13㈭
⑩ デジカメ写真取込・印刷 4/19㈬
⑪ Wordで名刺・ラベル作成 4/19㈬
⑫ 個人授業 4/26㈬・27㈭

時間①～③⑤⑧⑪13時～16時④⑥⑦⑨⑩⑫9時～12時　会場シニア交流
センター（④～⑥は常盤平市民センター）　対象40歳以上の人　費用①④～
⑫各3,000円②③各6,000円（別途教材費各500円程度）
3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

シルバー人材センター シニアパソコン教室 要申込

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

●広報まつど　2017年（平成 29年）3月1日

_0301_0607_0221.indd   7_0301_0607_0221.indd   7 17/02/21   12:2017/02/21   12:20



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。

　　　　 　　　　

　　　　
　　　　

　昨年約6,600人が集まり、好評を博し
た和太鼓の公演を今年も開催します。縁
日の屋台や子どもが遊べる森のこども館
ブースも。全10団体による和太鼓の共演
をお楽しみください！
会場21世紀の森と広場内千駄堀池のほ
とり　出演者和太鼓打込集団・郷

きょう

嵐
ら ん か い

會、

USAGI、末広太鼓、大江戸助六流太鼓・
菖
しょう

友
ゆ う か い

會、松戸つづみ連、御陣屋太鼓を守
る会、専大松戸和太鼓の会、鳳太鼓、小金
原9丁目太鼓、福寿太鼓

21世紀の森と広場管理事務所☎345－
8900

　2月3日に第14回松戸市技能功労者表彰
式を開催し、長年にわたり技能の研さん
を続けてきた技能職の皆さんを「技能功労
者」として、市長より記念楯を贈呈しま
した。
　表彰された皆さんには、今後も技能の
継承と後継者の育成に期待がかかります。

商工振興課☎711－6377

匠の技を持つ職人のみなさんを
「技能功労者」として表彰しました

技能功労者受賞者（50音順・敬称略）
表彰者氏名 職種 店舗・会社名 在職地
飯田守義 とび業 飯田鳶工業 大金平
池田一治 防水施工業 ㈱豊工務店 五香西
柏田豊 左官業 柏田工業㈱ 二十世紀が丘萩町
上條操 レストラン サービス業 パブ・カポタスト 根本
渋谷光英 造園業 ㈱シブヤ 六高台
鈴木麻里子 クリーニング業 ㈲鈴和商会 松戸
畠山潤一 建築大工業 畠山建築 六高台
松丸照雄 自動車整備業 桐栄自動車商会㈲ 根木内
三輪良夫 理容業 セントラル理容室 牧の原団地

　アナログ造形（粘土）とデジタル造形（3DCG＝3次元コンピューター
グラフィックス）を組み合わせて、子どもの感性や理解力を伸ばすこと
を目標とした粘土遊びです。
日時3月27日㈪10時～15時　※弁当あり。　会場㈱ディッジ（小根本
45の12早稲田ビル2階）　対象小学3～6年生　定員先着6人　※保護者
1人まで参加可。　費用無料

3月3日㈮までに、Eメールで文化観光国際課 mckankou@city.
matsudo.chiba.jp（☎366－7327）へ

粘土で遊ぶ! 3DCGで遊ぶ!

要申込

21世紀の森と広場「和太鼓の公演」
3月19日㈰

10時～15時30分
〔小雨決行〕

おおとり

アナログ×デジタル子ども向け造形教室

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4月生
この笑顔を絶やさずにいつまでも
健康で立派な大人になってね。

河か
わ
か
み上
颯そ

う

 ま

 
真
ち
ゃ
ん

平成28年4月生
やんちゃ坊主で暴れん坊だけど、甘っ
たれな息子。パパママと一緒にひと
つずつ成長していこうね！

杉す
ぎ
う
ら浦

颯そ
う
す
け亮

ち
ゃ
ん

平成28年6月生
おもちゃをなめて遊んだり絵本を
読んでもらったりするのが大好
き。かわいくすくすく成長中☆

詩う
た

ち
ゃ
ん

引き続き待機児童解消へ注力
　来年度の予算案について説明させていただきます。
　一般会計の予算規模は、今年度比67億3,000万円減
（4.4％減）の1,457億5,000万円。昨年行った土地開
発公社を解散するための経費約66億円を除くと、ほぼ
今年度並みの予算案です。
　新年度も「子育て・教育・文化」に力を入れています。
昨年4月に国基準の待機児童ゼロを達成しましたが、さ
らに求職中の方など、国基準では待機にならない入所
保留者も減らし、実質待機児童ゼロを目指したいと思
います。そのために、認可保育所等を3カ所増やし74
カ所に、0～2歳児用小規模保育施設もさらに10カ所増
の54カ所とし、市内全駅への設置が完了する見込みで
す。また、保育園の保育士の給与や家賃の一部を補助
し、保育士の確保に取り組んでいます。
　さらに、子どもの貧困や虐待、いじめなどのないま
ちをめざし、児童虐待等の早期発見のための支援員等
の増員、児童生徒の悩みや抱えている課題の解決に向
けて支援するスクールソーシャルワーカーの配置など、
「こどもの未来応援」の体制充実を図っています。
　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、
松戸市の国際化に取り組みたいと思います。事前キャ
ンプの誘致を進めているオランダ、ドミニカ共和国、
ルーマニア国との受け入れ交渉を進め、練習会場とな
る運動公園などの環境整備を行うとともに、国際交流
員の増員や、庁内へ通訳者を引き続き配置するなどし
ていきたいと思っています。
　高齢者にとって健康で長生きが一番です。市民皆で
健康で長生きできるよう昨年始めた健康マイレージをさ
らに拡大していきたいと思います。また、高齢者も外出
しやすいまちにするため、中和倉地区でコミュニティバ
スの導入に向けた実証実験を始めます。さらに、町会・
自治会、NPOなど、地域を支える人材を育てるため「ま
つど地域活躍塾」をオープンします。
　続きは次号で！

人口 486,314人 
世帯 219,685世帯 

男　　241,975人
女　　244,339人

〔△ 189 〕
〔△ 51 〕

〔△ 124 〕
〔△ 65 〕

人口と世帯（平成29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

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

2017.3.1
（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）。
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