
　都市に残された貴重な森を未来の子ども
達に引き継ぐために、何ができるかを考え
るきっかけになることを願って開催してい

るオープンフォレスト。今年は花の時
期に合わせて4月に行います。普段入
ることのできない個人の森を所有者
の協力を得て公開し、ボランティア

が案内します。

　昭和18年4月1日に松戸町・高木村・馬橋村が合併し、千葉県で7番目の市として松戸市は
誕生しました。その後、昭和29年に小金町の大部分を、昭和31年に沼南村の一部高柳・高柳
新田地区を編入し、現在の松戸市にな
りました。人口は当初約4万人でした
が、今では48万8千人を超え、県内有
数の都市として発展しました。
　市の発展は、長年にわたる市民およ
び関係団体の皆さんのご支援やご協力
の賜

た ま

物
も の

です。今後も輝く未来を目指し、
歩んでいきましょう。

問みどりと花の課
　☎366－7378
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21世紀の
森と広場
21世紀の
森と広場❾

新鎌ケ谷駅

オープンフォレスト
開催エリアマップ

お
願
い

● 森に駐車場、トイレは
ありません。

● 森は禁煙です。
● 長そで、長ズボン、運

動靴がおすすめです。

同実行委員会
ホームページ

イベント等の詳細は、市内の公共施設等にあるパンフレット、ポスター、市ホームページ、
オープンフォレストin松戸実行委員会のホームページをご覧ください。

オープンフォレストin松戸 検 索

森の公開日・森で できること

名称  21
㈯

22
㈰

23
㈪

24
㈫

25
㈬

26
㈭

27
㈮

28
㈯ 森でできること〔荒天中止〕

❶関さんの森 ◎ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ◎ ◎は関さんの自宅の庭や熊野権現のご案内など。散策は自由
❷溜ノ上の森 ◎ ○ ○ ○ ○ 〇 ⦿ ○ ◎⦿は、森のブランコ、ハンモック、自然案内など
❸根木内歴史公園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⦿ ○ ⦿は、公園の保全作業、公園のご案内など。散策は自由
❹八ケ崎の森 ◎ ◎ ⦿ 森の散策、ハンモック、ロープ遊び、竹ぽっくり作り
❺ホダシの森 ◎  ◎ 素人紙芝居、ブランコ・ハンモック、竹ぽっくり・紙トンボで遊ぼう！

❻囲いやまの森 ◎ 
★ ◎ ウグイス鳴く森。ロープで木登りや綱渡り、ミニ木こり体験など

★4/21㈯は新京成常盤平駅10時集合で森にご案内

❼三
さん

吉
きち

の森 ◎  ◎ 
★ ◎ ◎ 自然観察、ハンモックで森林浴、竹細工体験、竹馬遊び他

★4/22㈰は新京成常盤平駅10時集合で森にご案内　
※❽は❼で受け付け後、希望者をご案内❽立

たち

切
きり

の森 ◎  ◎ 
★ ◎ ◎ 

❾芋の作の森 ◎ ⦿ ◎ 森の自然観察、森の中や周辺の森をご案内、樹木解説

しんやまの森 ◎ 
★ 

◎ 
★ 

森やその周辺のご案内、自然観察、樹木解説、ハンモック
★4/21㈯・28㈯は新京成八柱駅10時30分集合で森にご案内

縄文の森 ◎ ◎  〇 〇 〇 〇 〇 〇 ハンモック、輪投げ、松ぼっくり輪投げ、竹馬など
河原塚古墳の森 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 森の自然観察、森の散策、癒

い
やし体験など

紙敷石みやの森 ◎ ◎ 森の自然観察、森の散策、癒やし体験など
紙敷みなみの森 ◎ ◎ 森の自然観察、森の散策など　
野うさぎの森 ◎ ◎ 森の自然観察、森の散策など
秋山の森 ◎ 竹林の散策、癒やし体験、ハンモック、ターザン遊びなど

小浜屋敷の森 ⦿ ◎ 
★ 

森の散策、グリーンアドベンチャー、ハンモック､ 竹ぽっくり遊び
★4/28㈯はJR東松戸駅10時集合で森にご案内

甚左衛門の森 ◎ 森の自然観察、森の散策など

持ち物 帽子、飲み物　費用300円（小学生以下無料）
 当日集合場所で

※4月29日㈷は、21世紀の森と広場で行われる緑と花のフェスティバルでスタンプラリーを行います。
開催日 ツアー名 集合場所・時間 内容

4/14㈯ 再発見ツアー 新京成八柱駅9時30分集合、
12時30分ごろ現地解散 ❾→ →21世紀の森と広場

21㈯ 森と古墳めぐり
ツアー

JR東松戸駅9時集合、12時
ごろ現地解散

国分川→下の宮縄文遺跡→
→ゆいの花公園

22㈰ 森めぐりツアー
※弁当持参

JR東松戸駅9時30分集合、
14時ごろ現地解散

春日神社→ゆいの花公園→
→ → →わんぱくの森

26㈭ 関さんの森自然
観察会

JR新松戸駅10時集合、12時
30分ごろ現地解散 幸谷観音→❶→❷

28㈯ 森と文化財
ツアー

JR東松戸駅9時集合、12時
30分ごろ現地解散

国分川→下の宮縄文遺跡→ 
旧齋藤邸→ →ゆいの花公園

森の文化祭 4月13日㈮～15日㈰
10時～15時（13日は13時～15時）

会場21世紀の森と広場パークセンター　
内容里やまボランティア団体の活動紹介、森の工作・写真展示、遊べるおもちゃ　
※15日㈰13時から、草笛音楽隊の演奏とクラフト体験あり。

森め ぐりツアー
〔雨天中止〕

市制施行 　　　　　 を迎えました75周年
人口と世帯数の推移

昭和18   23   28   33   38   43   48    53   58   63 平成5  10   15   20   25   29（年）

市制施行当時
人口：約4万人
世帯数：約8千
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現在
人口：約48万8千人
世帯数：約22万

世帯数

人口

第7回オープンフォレストin松戸

子どもも大人も

遊ぼう！

で

行こう！へ

4月1日に

市ホームページ

　市内を中心に活動する団体や事業所・企
業の皆さんが実施する事業を対象に、75周
年記念の冠（呼称）をお貸しします。詳細
は市ホームページで。

一緒に盛り上げましょう！

4月21日㈯～29日㈷

◎＝公開日（公開時間は10時～15時）　⦿＝公開日（公開時間は10時～13時）　
○＝自由に散策できますが、案内人はいません　★＝最寄り駅から森にご案内します

昭和28年当時 現 在

松戸駅
西口前広場

の様子

問秘書課☎366－7303
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●あなたの就職活動を市が応援します
●集団乳がん検診
●乳幼児の予防接種費用を一部助成
●65歳以上の人の介護保険料が変わります
●北

ほく

翔
しょう

海
かい

莉
り

さんが市を表敬訪問



　相談・キャリア開発プログラム受講は無料です。お気軽にお
電話ください。
日時火～土曜（祝日除く）9時30分～17時　会場松戸商工会議所
別館　※出張相談・同プログラムは勤労会館で開催
内容個別相談、就労支援セミナー、パソコン講座、
職場体験、臨床心理士による心理カウンセリング
対象15歳から39歳までの未就職者
問同ステーション☎703－8301

　国民健康保険（国保）の資格変更は自動
的に行われません。以下に該当する人は
14日以内に届け出てください。
●会社に就職した人
　国保の資格を喪失する届け出が必要と
なります。届け出をしないと国保の保険料
の請求が続き、未納の場合は督促状・催告
書が送付されます。届け出には、国保と職
場の両方の保険証（職場の保険証が未発行
の場合は、職場の健康保険等に加入したこ
とを証明するもの）を国民健康保険課また
は各支所に持参してください。
●会社を退職した人
　他の保険をやめて無保険になった場合
は、国保に加入する届け出が必要です。他
の健康保険に加入している人、後期高齢
者医療制度の対象となる人、生活保護を受
けている人以外で手続きをしていない人
は、今まで加入していた健康保険の資格喪
失証明書、本人確認書類（運転免許証等）、
マイナンバーを国民健康保険課または各
支所に持参してください。

対象4月1日㈰から平成31年3月10日㈰の間に、未使用の補助対象設備を購入して設置または未使用の補助
対象設備が設置された住宅を購入し引き渡しを受けた市内在住の個人

t
対象クリーンエネルギー自動車を新規に購入・リースした市内在住の
個人および市内に事業所を有し事業を営んでいる事業者

ty
対象市内に自ら居住するゼロエネルギー住宅等を購入・改修等した個人

t
対象事業用省エネルギー設備等の導入を行う市内の事業者

申請期限平成31年3月①11日㈪②～④29日㈮〔必着〕
※予算に達し次第締め切り。 ※支所等では受け付けできません。  ※詳細は、環境政策課
または各支所、市ホームページから入手できるパンフレット・申請書等をご覧ください。

　正規雇用を目指している若年者に対して、就労に必要な知識
や技術の習得・向上を目的とした講座の受講料の一部を助成し
ます。 対象市内在住で39歳以下の求職中の人　※助成の対象は
松戸共同職業訓練協会が実施する市指定の講座に限ります。

時間各10時～15時　
検査地域郵便番号が270で始まる地区（ただし稔台、稔台1～8
丁目、和名ケ谷、紙敷、紙敷1～3丁目、東松戸1～4丁目、高塚
新田、秋山、秋山1～3丁目、大橋、仲井町1～3丁目、松戸新田、
野菊野は除く）　※上記以外は来年度実施。 
持ち物はかり、申請書、手数料　※家庭用はかりの無料検査も
同時実施。

市役所の組織を見直しました

就職・退職したら
国民健康保険の

手続きを

商取引証明用の計量器定期検査商取引証明用の計量器定期検査
日程 検査会場

4/17㈫・18㈬ 青少年会館
5/  8㈫・  9㈬ 小金原体育館
5/22㈫～24㈭ 六実支所
5/28㈪ 小金北市民センター
6/  5㈫～ 7㈭ 常盤平市民センター
6/11㈪・12㈫ 小金市民センター
6/19㈫・20㈬ 市役所計量検査室

 問消費生活課計量担当☎366－7329

● 政策推進課　市政総合研究室：まつど創生課と政策推進課
中核市検討室を統合

● 東京オリンピック・パラリンピック推進課：政策推進課東
京オリンピック・パラリンピック推進担当室から組織改編（市
役所新館5階から別館4階へ移転）

● 市民課　旅券事務担当室（パスポートセンター）：平成30
年度中の旅券事務所開設に向けた体制を構築し、開設後の
運営管理を行うため

● 商工振興課　企業立地担当室：企業の立地を戦略的に推進
していくため

● 廃棄物対策課　清掃施設担当室：ごみ処理施設の効率的な
処理体制に向けた整備を推進するため

● 高齢者支援課　地域包括ケア推進担当室：地域包括ケアシ
ステムの深化・推進のため

● 街づくり課　松戸駅周辺街づくり担当室：松戸駅周辺まち
づくり基本構想における新拠点ゾーン整備、松戸駅西口、
東口周辺の市街地整備事業を一体的に推進するため

● 下水道経営課：下水道整備課経営担当室から 組織改編

新設した組織

●市民税課　法人市民税担当室：市民税課に統合
●固定資産税課　償却資産担当室：固定資産税課に統合
●介護制度改革課：高齢者支援課と介護保険課に事務移管
●病院建設事務局、新病院開設課：総合医療センター開院のため

廃止した組織

問環境政策課☎366－7089

問国民健康保険課資格賦課班
　☎366－7353

　市では、この他にも以下の事業をはじめとする雇用関連の施策を行っています。
詳細は商工振興課労政担当（☎711－6377）にお問い合わせください。

◆障害者職場実習奨励金制度
要件以下を満たす事業主●市内在住の障がい者を1人につき5日以上受け入れた●公
共職業安定所または市が指定する施設の紹介による　
奨励金額障がい者1人につき1回2万円
◆合同企業説明会　（年2回・若者向け、年1回・女性向け）
◆シニア向け再雇用促進セミナー、40代向け就職支援セミナー
◆求人・求職情報提供サイト 「Let'sまつど」

まつど地域
若者サポート
ステーション

若年者
職業訓練講座
助成金制度

あなたの
就職活動を市が応援します問行政経営課☎366－7311
問商工振興課労政担当☎711－6377

省エネ関連の取り組みに各種補助金を交付します

対象者 軽減内容 軽減期間 申請方法

離職時の年齢が65歳未満の離職者で、次に該当す
る失業等給付を受けている人
●雇用保険の特定受給資格者（倒産、解雇などに
よる離職者）

●雇用保険の特定理由離職者（雇い止めなどによ
る離職者）

※雇用保険受給資格者証に記載された離職理由の
番号が11・12・21～23・31～34である場合。

●前年の給与所得を100分の30とし
て（給与所得以外の所得がある場合
は、別途合算して）国民健康保険料
を算定

●高額療養費等の所得区分を前年の
給与所得を100分の30として判定

※給与所得以外の所得がある場合は、
別途合算して算定。

離職日の翌日が属する
年度から、翌年度末ま
で（最長2年間）

以下のものを持参して直接同課へ
●雇用保険受給資格者証〔公共職
業安定所（ハローワーク）から
交付されたもの〕

●国民健康保険証（新規加入の人
は不要）

●認め印

　リストラなどで職を失った場合に、届け出ることにより前年の給与所得を100分の30として国民健康保険料を算定できる場合があります。また、高額療
養費等の所得区分の判定についても、前年の給与所得を100分の30として対応できる場合があります。

※上記に準ずる離職者で、失業等給付の受給資格のない人についても、軽減と同内容の減免の申請をすることができます。詳細はお問い合わせください。

リストラなど非自発的失業者の国民健康保険料の軽減措置 問国民健康保険課資格賦課班
　☎366－7353

市ホームページ

Let'sまつど

 　住宅用省エネルギー設備設置費補助金1

 　クリーンエネルギー自動車導入補助金2

 　省エネルギー住宅等普及促進事業費補助金3

 　事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金4

2 五香消防署にある救急車の適正利用を呼びかける看板に、照明を設置しました。

●広報まつど　2018年（平成 30年）4月1日



 ～よくみせて ちいさなきみの おおきなて～

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

市からの文書等の元号表記について
　市からの文書等は原則和暦を使用して
います。新元号が発表されるまで、平成
31年5月以降の日付や年度等を平成で表
記することがあります 総務課☎366－
7305

市民が家庭や市民農園等で栽培した農
産物の放射性物質測定を行っています
㈫（祝日、年末年始を除く） 市内在

住 電話で農政課☎366－7328へ

青少年相談の窓口と電話番号が変わりま
した
㈫～㈯9時30分～17時 窓口常盤平児

童福祉館内電話番号384－7
な

8
や

6
む

7
な

子ども
わかもの課☎366－7464

ハイオクガソリンも心身障害者自動車燃
料給油券（ガソリン券）の対象となりまし
た

　変更を希望する場合は障害福祉課（☎
366－7348）にお問い合わせください

①松戸市立地適正化計画（案）②松戸市
子ども総合計画中間年の見直し（案）のパ
ブリックコメント（意見募集）手続き実施
結果の公表
公表内容意見の概要、意見に対する市の
考え方、①計画②見直し公表方法行政資
料センター、図書館（本館・分館）、各支
所、まつど市民活動サポートセンター①都
市計画課②子ども政策課および市ホーム
ページで ①都市計画課☎366－7372
②子ども政策課☎704－4007

松戸市国民健康保険保健事業実施計画
【第2期データヘルス計画】および松戸
市国民健康保険第3期特定健康診査等実
施計画を策定

　国民健康保険課、行政資料センター、
図書館（本館・分館）、各支所、まつど市
民活動サポートセンターおよび市ホーム
ページで閲覧できます 国民健康保険課
健診班☎366－1121

高齢者世帯等への住宅用火災警報器取
り付けを支援します
市内在住で機器の取り付けが困難な

65歳以上の世帯等 先着50世帯 直接
（市内各消防署でも可）またはFAX、郵送
で〒270－2241松戸新田114の5　松戸
市防火協会事務局（消防局予防課内）、

363－1137（☎363－1114）へ　※申
込書は予防課・各消防署で配布する他、
市ホームページからダウンロードできま
す

文化ホール（展示）の使用受け付け
4/11㈬10時30分から 文化ホール

7/3㈫～9/30㈰の受け付け（除外日あり）
使用料、社会教育関係団体登録証（該

当団体のみ） 生涯学習推進課☎367－
7810

4月の松戸競輪開催日程
本場開催 4/14㈯～16㈪松戸（FⅡナイ
ター）、4/23㈪～25㈬松戸（FⅠナイター）
場外開催 4/7㈯～9㈪伊東（FⅠ）、4/7㈯
～10㈫川崎（GⅢナイター）、4/10㈫高
知（FⅠ）、4/12㈭～15㈰武雄記念（G
Ⅲ）、4/16㈪～18㈬静岡（FⅠ）、4/19㈭
～22㈰西武園記念（GⅢ）、4/23㈪ ～
25㈬熊本（FⅠ）、4/26㈭・27㈮大垣（F
Ⅰ）、4/26㈭～29㈷函館（GⅢナイター）、
4/28㈯～30㉁宇都宮（FⅠ） 公営競技事
務所☎362－2181

講座・講演・催し

えだまめの収穫体験
受付場所 平賀10（黒

くろ

門
もん

家
や

）品種 湯あがり
娘 3,000円（1区画12m） 電話で谷

や

口
ぐち

農園・鷹森（松戸市都市農業振興協議会）
☎080－9887－3711（10時～17時）へ

再生自転車を販売
4/7㈯9時～14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（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

ふれあい教室「朗読をきくかい」
4/11㈬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
4/12㈭・26㈭、5/9㈬・24㈭各10時～

15時 松戸商工会議所3階 電話で
千葉県税理士会松戸支部☎366－2174へ

不動産鑑定士による無料相談会
4/12㈭10時～16時 松戸商工会議

所4階 相続・借地権等不動産の評価に
関する相談 （公社）千葉県不動産鑑定
士協会☎043－222－5795

ひったくり撲滅を目指し「ひったくり防止
自転車かごカバー」を配布

　カバーを取り付ける自転車でお越しくだ
さい（その場で取り付け、1人1個）。移動
交番車で警察への手続きや相談等もでき
ます 4/13㈮10時～10時30分 旭ケ
丘第1公園（松戸2275） 先着100人
市民安全課☎366－7285

たけのこ掘り農園（新作）が開園
4/14㈯～4月下旬 1ｋg当たり500円
電話で斎藤農園（松戸市都市農業振興

協議会）☎362－5042（19時～21時）へ

住宅リフォーム①相談②市民講座
4/14㈯①10時～13時、14時～16時

②13時～14時 六実市民センター 松
戸住宅リフォーム相談員協議会☎365－
5252

シティー・ミニコンサート～音楽が架ける
虹の橋～
4/18㈬12時15分～12時45分（11時

30分開場） 市役所市議会議場曲目 花
（滝廉太郎）他演奏者 E

ア ン サ ン ブ ル

nsemble*P
ポ ン テ

onte*
〔梅原孝輔氏（ヴァイオリン）、山下廉

れ

雄
お

奈
な

氏（クラリネット）、小嶋爽
さやか

氏（ファ
ゴット）、城岡まりも氏（ピアノ）〕 先
着150人 当日会場で 生涯学習推進
課☎367－7810（演目）、議会事務局☎
366－7381（会場）

童謡コンサート「うたのおもちゃばこ」
4/19㈭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

まつど市民活動サポートセンターの催し
法人運営ノウハウシリーズ「知らないと毎
年○万円出費に！?NPO法改正に対応す
る総会準備編」 4/21㈯14時～16時
まつどNPO協議会副理事長・小熊浩典
氏 NPOの理事、事務局 先着15人
広報宣伝力UPシリーズ「人が集まる！
FacebookやSNS活用のコツ」 4/28㈯
14時～16時 同センター長 先着15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

東松戸ゆいの花公園　マグノリア・コン
サート
4/22㈰14時から 同公園マグノリア

ハウス演奏者松江佐知子氏（コントラバ
ス）、伊藤壽

すみ

英
え

氏（ピアノ） 先着70人
曲目花は咲く（菅野よう子）、ユー・レイズ・
ミー・アップ、くまんばちの飛行（リムス
キー=コルサコフ）他 同公園管理セン
ター☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

松戸花壇づくりネットワーク・花づくり体
験講座〔全5回〕
4/24㈫、5/8㈫・22㈫、6/5㈫・19㈫

各10時～11時30分 金ケ作育
いく

苗
びょう

圃
ほ

草花の種まき、鉢上げ、植え付け等の
実習 同ネットワーク会員他 先着15人
（全日程参加できる人を優先） 4/13㈮
までに、電話でみどりと花の課☎366－
7378へ

千葉県警察による街頭防犯カメラ設置に
伴う住民説明会

　千葉県警察は人通りや交通量の多い県
内主要駅周辺の道路などに計50台の街
頭防犯カメラを設置し、7月から運用を開
始する予定です　※市内は松戸駅周辺に
10台の設置を予定 4/26㈭14時～15
時 市民会館 千葉県警察本部生活安
全総務課☎043－201－0110

会 議

教育委員会会議
4/12㈭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

　市民一人一人が交通ルールを守り、交通マナーを実践し、交通事故のない街を目指し
ましょう。

　「仮面女子」の月野もあさんを一日警察署長
に迎え、交通安全運動出動式を開催！子どもた
ちや消防音楽隊も参加します。出動式終了後
は、松戸駅西口デッキで交通安全キャンペーン
を開催します。〔同キャンペーンは雨天中止〕
日時4月6日㈮10時30分から　会場市民劇場　
定員先着200人　費用無料

交通安全運動出動式重点目標
1. 子供と高齢者の安全な通行の確
保と高齢運転者の交通事故防止

2. 自転車の安全利用の推進
3. 全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底

4. 飲酒運転の根絶

4月6日㈮から15日㈰は4月6日㈮から15日㈰は 春の全国交通安全運動期間春の全国交通安全運動期間

松戸の緑の将来計画を考える松戸市緑
推進委員会委員を募集
任期 7月～平成32年6月応募資格 市内在
住で平日の会議（年5回程度）に参加でき
る人 6人（レポートを元に選考） 4/26
㈭〔消印有効〕までに、約1,000字のレポー
ト（ テーマ 松戸のまちづくりとみどりにつ
いての提案）を同封し、住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を記入して、直接または
郵送で〒271－8588松戸市役所　みどり
と花の課（☎366－7378）へ

市立小・中学校司書募集
採用期間 4月～平成31年3月勤務日 平日週
4日（長期休業期間を除く）勤務時間 8時か
ら16時45分のうち5時間45分（休憩45
分を含む） 簡単なパソコン操作ができ
る、原則司書または司書補または司書教
諭免許所持者 時給 900円（別途交通費
支給） 電話で指導課☎366－7458へ

市立保育所の職員を募集
勤務開始日随時勤務時間10時から14時の
うち3時間勤務日数平日週5日 要保育士
資格 時給 1,270円（別途交通費支給）
電話で幼児保育課☎366－7351へ

前期危険物取扱者試験
①6/10㈰②6/17㈰ ①日本大学実

み

籾
もみ

キャンパス（習志野市）②県内4会場
甲種5,000円、乙種3,400円他 （一財）
消防試験研究センター千葉県支部☎043
－268－0381①同試験受験者講習会
5/24㈭9時30分から 船橋市中央公民
館 3,600円（別途テキスト代）②同試験
受験者模擬試験 5/29㈫13時から 松
戸市消防局 500円（別途テキスト代）

①4/20㈮②5/18㈮までに、直
接市消防局予防課（☎363－1114、土・
日曜、祝日を除く）へ　※4/2㈪から同試
験受験者講習会・模擬試験テキストを同
課で販売します。

千葉県動物愛護センターでは「犬のしつ
け方教室」や「飼い主さがしの会」等さま
ざまな動物愛護事業を開催しています
同センター東葛飾支所☎04－7191－

0050（8時30分～17時15分）

前期技能検定
受付期間 4/4㈬～17㈫ 職種機械加工、造
園等52職種80作業 千葉県職業能力開
発協会技能検定課☎043－296－1150

国税専門官募集
受付期間 4/11㈬まで 人事院ホームペー
ジで 松戸税務署総務課☎363－1171
（内線205）

月野もあさん問 松戸警察署交通課庶務係☎369－0110、市民安全課☎366－7341

救急車はみんなで共有する医療資源です。緊急性のあるときに利用しましょう。　問同消防署☎387－0119 3
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総合医療センター小児脳神経外科外
来は4月13日㈮・24日㈫に全休診し
ます
問同センター☎712－2511

認知症予防のための脳活体操 要申込
4月～9月の毎月第1木曜各14時15分～15時
会場馬橋東市民センター　内容認知症予防プロ
グラムディレクターが教える誰でもできる健康
体操　定員各先着35人　持ち物タオル、飲み
物　費用各200円

電話で同センター☎346－2055へ

第101回がん患者・家族「集いの場」
要申込
4月16日㈪13時30分～15時（13時開場）　会
場総合医療センター8階特別カンファレンス室

（1階の総合案内で入館証を受け取ってくださ
い）　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で総合医療センター・がん診
療対策室 ☎712－2511（内線1025）、 712
－2573へ

市ホームページ

市ホームページ

問健康推進課☎366－7487

　病気のため、集団保育や家庭保育が困難なお子さんをお預かりします（要予約）。
日時月～金曜8時～18時30分　所在地JR新松戸駅下車徒歩7分　対象生後57日目～小学6年
生　定員4人　持ち物母子健康手帳、健康保険証等、証明書（必要な場合）、哺乳瓶・粉ミルク（必
要な場合のみ）、お気に入りのおもちゃ・本、薬（かかりつけ医からもらっている場合のみ）、
着替え一式2組、肌着2～3着、パンツまたは紙オムツとお尻拭き、ハンドタオル2枚、布団に
巻くバスタオル2枚、食事用エプロン、ビニール袋（汚れ物用）　費用4時間以内1,200円、以
降1時間300円　※非課税世帯は無料。

利用までの流れ
利用希望日の前日（前日が休園日の場合にはその前の開園
日）の開園時間内に、電話でひまわり保育園☎309－6622
へ予約　※非課税世帯の人はその旨をお伝えください。

❶利用予約

❷受診

❸利用

　　　　　 病後児保育施設「ひまわり保育園」が

病児保育もはじめました

乳幼児の予防接種費用を
一部助成します

集団乳がん
検診

①エコー（超音波検診）
②マンモグラフィ（レントゲン）

※ロタウイルスワクチンは必ず同じ製品を接種してください。 ※接種費用は医療機関によっ
て異なりますので、事前にご確認ください。
接種期間4月1日～平成31年3月31日　持ち物 健康保険証、母子健康手帳、子ども医療費助
成受給券　※予診票は指定医療機関に置いてあります。 ※指定医療機関以外での接種を希望

実施時期5月～7月（中央保健福祉センターは土曜
も実施）　対象平成31年3月31日時点の年齢が以下
のいずれかに該当する、市内に住民登録がある女
性①35歳～39歳、41・43・45・47・49歳②40・42・
44・46・48歳、50歳以上　会場中央・常盤平・小金
各保健福祉センター、新松戸市民センター（②は東
部スポーツパーク、六実市民センター別館、小金原
市民センター、総合福祉会館でも実施）　持ち物共
通受診券（水色）または特定健康診査等受診券（水
色）　※同受診券がない場合は健康推進課にお問い合
わせください。 費用400円（以下のいずれかに該当
する人は無料◉75歳以上◉後期高齢者医療被保険者
証を持つ◉生活保護世帯◉市民税非課税世帯）

4月30日㉁までに、以下の方法で◦健康推進課に
電話◦市役所・各支所の市民健康相談室に直接（土・
日曜、祝日を除く）◦市ホームページで◦はがき（封
書可・消印有効）に郵便番号・住所・氏名・生年月日・
年齢・電話番号・登録番号（受診券に記載の8桁以
内の番号）・検査名（下記のA～Dに該当する人は
該当項目を記入）・希望会場・希望曜日（平日また
は土曜）・①は検査中のお子さんの見守り希望の有
無（午前のみ)を記入して、〒271－0072松戸市竹
ケ花74の3　健康推進課「集団乳がん検診」担当へ
※次の40歳以上の人はマンモグラフィは受診でき
ませんが、エコーを受診できます。申し込みの際、

予防接種名 対象年齢 助成回数 助成額（1回）

ロタウイルス
※どちらかのワクチンを選択

ロタリックス生後6週～24週0日までの乳児 2回まで 4,500円
ロタテック生後6週～32週0日までの乳児 3回まで 3,000円

B型肝炎 1歳～3歳未満の幼児 3回まで 3,000円
おたふくかぜ 1歳～小学校就学前年度の3月31日まで 2回まで 2,500円

該当事項を記入してください。A妊
娠中または妊娠の可能性があるB出
産後1年以内Cシリコン等使用の豊胸
術を受けたD胸部に医療精密機器を
挿入している。

する場合は、事前に申請が必要です。健康推進課にお問い合わせください。
事前に申請がない場合は助成できません。 ※指定医療機関は市ホームペー
ジをご覧ください。 ※おたふくかぜの予防接種は、おたふくかぜにかかっ
たことがある幼児は対象外です。

当日、新松戸中央総合病院小児科で受診後、受け入れを決定　
※医師の判断により症状の急変が予見される場合は、お預かりできません。

申請書等を記入・提出し、利用料金を支払い

問健康推進課予防衛生班
　☎366－7484

　市内の指定医療機関で、助成額を差し引いた金額で接種が受けられます。要申込

問子育て支援課
　☎366－7347

新松戸駅近くの

介護予防体操教室
〔各全12回〕　 要申込
毎月①第3②第4水曜 各10時30分～11時30分
会場①東部市民センター②大橋集会所（大橋
754の1）　対象おおむね65歳以上　持ち物飲
み物、動きやすい服装　定員各先着30人　費
用無料

電話で東部高齢者いきいき安心センター☎
330－8866へ

愛の献血
5月13日㈰10時～11時45分、13時～16時　会
場ダイエー新松戸店前　持ち物保険証・運転免
許証等本人確認ができる物　※松戸献血ルーム
Pure（☎703－1006）では随時受け付けてい
ます。
問健康推進課☎366－7487

いきいきフィットネス 
みんなでつくる体操
教室 要申込
毎月第3金曜14時～15時　会場柿ノ木台公園
体育館多目的室　内容トレーナー指導による運
動やストレッチ、レクリエーション等　対象お
おむね65歳以上　費用無料

電話で本庁高齢者いきいき安心センター☎
363－6823へ

検査日時4月～平成31年3月の検査予
約が可能な日時　検査機関新松戸中央
総合病院　対象以下の全てに該当する
人◦平成4年4月2日～平成23年4月1
日生まれ◦福島第一原子力発電所事故
当時と検査日に市に住民登録がある◦
検査日において自覚症状がない　※昨
年度同検査を受けた人は対象外。 ※医
師による結果説明は別途予約が必要。 
定 員 先 着132人　 費 用 検査 4,320円
結果説明 3,050円　助成額 検査 2,000
円（生活保護受給・非課税世帯等は
4,000円 ）結果説明 1,000円（生 活 保
護受給・非課税世帯等は2,000円）

検査 4月2日㈪から平成31年1月31
日㈭までに、申込書兼同意書を直接健
康推進課（☎366－7486）へ　※申
込書兼同意書は各保健福祉センター・
市民健康相談室で配布する他、市ホー
ムページからダウンロードできます。

松戸市甲状腺超音波
検査の実施および

費用の一部助成 要申込

4

●広報まつど　2018年（平成 30年）4月1日

インフルエンザ患者は減少傾向ですが、感染防止のため、手洗い・うがい等をしっかり行いましょう。  問健康福祉政策課☎704－0055



  まつど宇宙と科学の日特別投影

市民センターおはなし会
日程 会場

4/13㈮ 明市民センター
4/17㈫ 小金原市民センター
4/18㈬ 東部スポーツパーク
4/20㈮ 五香市民センター
時間15時30分～16時　対象幼児～小学生と保護者

日程 会場
4/24㈫ 小金市民センター（分館内）

4/26㈭ 和名ケ谷スポーツセンター
（分館内）

4/27㈮ 新松戸市民センター

4月5日㈭・6日㈮・10日㈫・12日㈭・17日㈫・20日㈮・
24日㈫・26日㈭各10時30分～11時、14時30分～15時　
会場同センター　対象0歳～3歳くらいの子と保護者　

小さい子のためのおはなし会

4月13日㈮10時30分～11時10分　
会場同センター　対象0歳～3歳くらいの子と保護者

親子絵本講座

日時 会場（駐車場はありません）

4/17㈫11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・システム
（野菊野こども園内）

4/20㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
4/25㈬10:30～11:00 E-子どもの森ほっとるーむ新松戸
4/26㈭10:30～11:00 矢切公民館
4/27㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
4/27㈮11:20～11:50 根木内こども館（晴香園内）

対象0歳～3歳くらいの子と保護者

絵本はじめのいーっぽ 〜乳幼児のための読み聞かせサポート〜

共 通  費用無料　問同センター☎331－0077
子ども読書推進センターからのお知らせ  

投影日時4月14日㈯・15日㈰各10時30分、
13時30分、14時30分、15時30分（1回30
分）　定員各先着80人　費用50円（中学生
以下無料）
 投影開始30分前から同館2階で受け付け
問同館☎368－1237

遺児手当・児童扶養手当
4月期分（12月～3月分）を支給します

問子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

　遺児手当は4月10日㈫以降に、児童扶養手当は4月11日㈬以
降に受給者の指定口座に振り込みます。 ※両手当の現況届を提
出していない人は、必要書類を提出してください。

市民会館プラネタリウム室

まくまくんの
星空大冒険

65歳以上の人の介護保険料が変わります
　平成30年度～32年度（第7期松戸市介護保険事業計
画期間）の65歳以上の介護保険料基準額は、1カ月当た
り5,500円（平成27年度～29年度は5,400円）です。
介護保険料は3年に一度見直しを行い、事業計画期間（3
年間）中の高齢者数を見込み、高齢者1人当たりの保険
料基準額（月額）を決定します。
　保険料の基準額は、65歳以上の人口と介護を必要と
する人に対するサービス（施設サービスやホームヘル
プ・デイサービス等）の量や要介護等の認定者数・施
設の整備状況等から算出し、所得に応じて右表のとお
り18段階に区分けしました。
　また、高齢者人口の増加に伴い、4月から第1号被保
険者（65歳以上）の介護保険に係る費用の負担割合が
22%から23%に増加します。保険給付と財源の均衡を
図る観点から、平成30年度～32年度の保険料を改定
せざるを得ない状況となりました。ご理解とご協力を
お願いします。

　改定後の保険料の徴収について

◦普通徴収（納付書または口座振替）の人
6月中旬に納入通知書を送付予定です。
◦特別徴収（年金からの天引き）の人
7月に決定通知書を送付予定です。

問介護保険課☎366－7370

平成30年度～32年度の介護保険料

段階 所得区分
基準額に
乗じる
割合

１カ月
当たりの

保険料（円）

第１段階
生活保護を受給している人

0.43 2,370

本人が
市民税
非課税

同じ世帯の
全員が市民税

非課税

老齢福祉年金受給者、本人の前年の課税
年金収入額と合計所得金額の合計が80
万円以下の人

第２段階 本人の前年の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が120万円以下の人 0.68 3,740

第３段階 上記以外の人 0.72 3,960

第４段階 同じ世帯に
市民税課税の

人がいる

本人の前年の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が80万円以下の人 0.90 4,950

第５段階 上記以外の人 1.00 5,500  
（基準額）

第６段階

本人が
市民税
課税

本人の前年の
合計所得
金額が

120万円未満の人 1.10 6,050
第７段階 120万円以上200万円未満の人 1.25 6,880
第８段階 200万円以上300万円未満の人 1.50 8,250
第９段階 300万円以上400万円未満の人 1.60 8,800
第10段階 400万円以上500万円未満の人 1.70 9,350
第11段階 500万円以上600万円未満の人 1.90 10,450
第12段階 600万円以上700万円未満の人 2.00 11,000
第13段階 700万円以上800万円未満の人 2.10 11,550
第14段階 800万円以上900万円未満の人 2.20 12,100
第15段階 900万円以上1,000万円未満の人 2.30 12,650
第16段階 1,000万円以上1,500万円未満の人 2.40 13,200
第17段階 1,500万円以上2,000万円未満の人 2.50 13,750
第18段階 2,000万円以上の人 2.70 14,850

N A O K O  S P A C E P L A N E T A R I U M

いきいき安心プランⅥまつどを策定しました
第8期松戸市高齢者保健福祉計画 第7期松戸市介護保険事業計画

問高齢者支援課☎366－7346、介護保険課☎366－7370

　2025年に団塊の世代が75歳以上となります。それまでに地域包括ケアシステムを市民の
皆さんと深化・推進し、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の
最後まで続けることができるように、平成30年度～32年度における計画を策定しました。

閲覧場所行政資料センター、図書館（本館・分館）、各
支所、まつど市民活動サポートセンター、高齢者支援
課、介護保険課　※市ホームページでも閲覧できます。
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松戸朗読奉仕会では、市内在住で障害者手帳（視覚）を持っている人に、広報まつどを音声化したCDを無料で郵送しています。  問ふれあい22☎383－7111



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スペイン語 第2火

タガログ語 第2・4火
ベトナム語 第4金 13:00 ～16:00
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

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2月、第3・4木 9:00 ～12:00 行政経営課相談コーナー
行政経営課
☎366－7311
法務局人権ダイヤル
☎0570－
003－110

第1火

10:00 ～15:00★

六実支所
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・4金10:00
～15:00☎368－1333

毎週水、
第1・4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
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 毎週火～土 9:30～17:00 常盤平児童福祉館
☎384－7867来所予約制

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 17:30 ～20:30

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

◆県立松戸高等学校吹奏楽部定
期演奏会
4/3㈫16:00
同校☎341－1288

◆春のハワイアンカーニバル
4/7㈯13:00
マハロ・クラブ・神崎☎04－

7175－1770
◆うたと踊りの祭典
4/8㈰9:45
松戸かずみの会・滝沢☎090

－8848－8082
◆春風亭昇太・林家たい平　二
人会
4/21㈯16:00　★
夢空間☎03－5785－0380

（平日10時～18時）
◆世界コスプレサミット2018①
関東予選②日本代表決定戦
①4/28㈯13:00②4/29㈷14:00
文化観光国際課☎366－7327

◆松戸童謡の会　童謡を歌う　
（月例会）　★
4/11㈬13:55
鈴木☎343－6631

◆松戸小
こ

圓
えん

鏡
きょう

道
どう

～春の陣～　★
4/14㈯13:00

オフィスあばうと☎043－441
－5938
◆春の発表会（バイオリン・ピア
ノ・ギター）
4/21㈯18:30
伊藤楽器松戸店内ハドックス

ジョナサン☎368－1161
◆松戸さくらの会　発表会
4/22㈰10:30
歌謡スタジオさくら☎090－

5825－6135
◆あんり先生ピアノ教室「リトル
ピアニストコンサート」
4/28㈯11:00
同教室☎727－0693

◆歌謡スタジオ「歌
か

練
れん

」歌謡祭
4/30㉁9:50
同スタジオ☎394－2223

◆混声合唱団 明
めい

響
きょう

 演奏会
5/4㈷14:00　
会場大ホール　費用全席自由2,500
円（18歳以下1,000円、小学生以
下無料）　※未就学児は親子室
あり（発売中）
◆さだまさし 45周年記念コンサ
ートツアー
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
（1人4枚まで）（発売中）

曜10:00～10:50　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
4/7㈯19:00～21:00　会場大橋
小学校　持ち物上履き　 佐藤
☎080－5084－7077
●ファミリースポーツ教室
4/15㈰9:00～12:00 会場新松戸
南小学校 宮崎☎346－4327
●グラウンド・ゴルフ教室
①4/15㈰9:00～13:00②4/22

㈰9:00～12:00　会場①新松戸
南小学校②東漸寺本堂裏広場
（駐車場使用不可）　 ①矢野☎
090－3107－0348②堀☎344
－1735
●①ソフトバレーボール大会②
ヘルスバレーボール教室
4/15㈰9:00～15:00　会場柿
ノ木台公園体育館　対象①のみ
1チーム4人以上　費用①のみ1
チーム1,500円　 申4/8㈰まで
に電話で坂平☎366－3432へ

◆郷ひろみ　Hiromi Go Concert 
Tour2018　
5/31㈭18:30　
会場大ホール 費用全席指定7,500
円　※3歳未満入場不可、3歳以
上有料（1人4枚まで）（発売中）
◆石川さゆりコンサート2018　
6/8㈮14:00、18:00
会場大ホール 費用SS席7,000円 
※未就学児入場不可（発売中）
◆平原綾香 15th Anniversary  
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（発売中）
◆北島兄弟コンサート 北山たけし
＆大江裕
7/10㈫18:30
会場大ホール 費用全席指定S席
6,000円、A席5,500円、B席
5,000円 ※未就学児入場不可
（4/19発売）

◆①ピラティス②初めてのフラ
①4/2㈪・9㈪・16㈪各13:30～
14:30②4月の土曜11:10～12:00
会場常盤平体育館　対象18歳以
上　定員各先着30人　費用1回
500円　 同体育館☎386－0111
◆①ズンバ②ヨガ
4月の①月曜（4/23を除く）15:10
～16:00②金曜15:00～16:30 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
◆初めての①パワーヨガ②フラ
4月の①水曜11:00～12:00②金

森のホール21　今月の催し物　　 ☎384－5050

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。

日程 内容（★は有料） 開演
時間 問い合わせ先

大
ホ
ー
ル

1 日

松戸市制施行75周年記念・
森のホール21開館25周年記
念事業 玉置浩二
PREMIUM SYMPHONIC 
CONCERT 2018　★

16:00 森のホール21チケットセンター☎384－3331

8 日 あつまれ！ワンワンわんだーらんど松戸公演　★
11:00
14:30

ハローダイヤル
☎050－5541－8600

22 日 JUJU HALL TOUR 2018　★ 17:00 ラウンド・アバウト☎03－6418－7205

28 土
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！★

10:00
13:30

Z
ゼ ン

en－A
エイ

☎03－3538－2300

30 休 専修大学松戸中学・高等学校吹奏楽部 定期演奏会 14:30 同校・石川☎362－9101

小
ホ
ー
ル

1 日 ファンタスティックコンサート 16:00 池本☎368－0245

3 火 県立松戸国際高等学校吹奏楽部 定期演奏会 17:00 同校☎386－0563

8 日 Luana Piano Concert 11:00
ルアナ・ピアノ講師サー
クル
☎090－2649－5455

30 休 バレエ・ド・ユウ、ピッコロ合同発表会 16:30 バレエ・ド・ユウ・中村☎344－1077

会場①勤労会館②③京葉ガス料理教室（松戸駅下車）④ゆうまつど
定員①～③各20人④40人（全て抽選）　持ち物筆記用具（②③はエ
プロン・三角巾・布巾も）　費用①④無料②1,000円③500円
4月12日㈭〔必着〕までに、往復はがきに希望教室（1人1枚

で複数教室可）・住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記入して、
〒271－8588松戸市役所　消費生活課消費者月間教室係（☎
366－7329）へ　※定員に満たない場合は4月16日㈪から電話で
受け付け　※④は調理実習なし、一時保育あり（電話で要予約、
1歳6カ月～小学2年生、先着6人、おやつ代200円）。

教室 日時 講師
①シニア向け！初めてのスマートフォン教室 5/10㈭10時～12時 KDDI㈱認定講師
②プロの味をご家庭で！魚貝を使った日本料理
（鰻

うなぎ

の和風フリット、炊き込みご飯、鯛
たい

の潮汁） 5/16㈬10時～13時 モダン割
かっ

烹
ぽう

一の糸板長・谷
たに

奥
おく

信太郎氏
③天然酵母でパン作り 5/  18㈮10時～13時 松戸市消費者の会会員
④今日から使える！冷凍食品Q＆A講座 5/22㈫10時～12時 日本冷凍食品協会・山下広

こう

嗣
じ

氏

消費者月間教室受講者募集 要申込

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。 

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※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/

市民会館
☎368－1237   ★は有料

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

※当日案内への切り替えを毎朝８時45分～９時の間に実施。 〔当日
の医療機関（待機病院、休日在宅当直医、夜間小児急病センター、
休日土曜日夜間歯科診療所等）を案内〕

平日16時30分～翌日9時
休日と土曜 9時～翌日9時☎366－0010

テレホン案内サービス

時間①～④⑥⑦各9時～12時⑤⑧～⑫各13時～16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 5/  8㈫
②スマホ・アプリ 5/22㈫
③タブレット（iPad）入門 5/15㈫
④タブレット（iPad）実用 5/29㈫
⑤Wi-Fiの基本・活用 5/22㈫
⑥パソコン入門 5/  9㈬
⑦Word基礎〔全2回〕 5/10㈭・17㈭
⑧Excel基礎〔全2回〕 5/23㈬・30㈬
⑨Windows10の操作 5/  9㈬
⑩Facebook 5/24㈭
⑪LINE 5/17㈭
⑫個人授業 5/10㈭

スマホ・パソコン教室 要申込

申4月18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

シルバー人材
センター

◆ダンスパーティー
4/1㈰・16㈪各13時20分～16時30分
リフレッシュプラザ柏（東武アーバン

パークライン逆井駅下車） 各先着100
人 各500円 当日会場で ケイ&シ
ン・野沢☎090－9374－5258
●ソフトテニス教室
4月～11月の①②㈫③㈭④㈯⑤㈮各10

時～12時⑥㈫19時～21時⑦㈬10時～
14時 ①③栗ケ沢②④⑥金ケ作⑤⑦中
央各公園庭球場 中学生以上 各先着40
人 1回500円 電話で松戸市ソフトテ
ニス連盟・吉田☎090－4131－8039へ
●詩吟見学・体験会（漢詩・短歌・俳句
新体詩・吟詠）〔各全6回〕
4月～5月の第1～3①㈬②㈯各10時～

12時 ①六実②馬橋東各市民センター
新松戸馬橋吟

ぎん

道
どう

会
かい

・大澤☎345－0329
（昼間のみ）
●だれでもできる！やさしい詩吟教室
4/6㈮10時～12時 明市民センター
電話で松

しょう

鳳
ほう

会
かい

・長谷川☎090－3046
－4991へ
◆友

ゆう

画
が

会
かい

展（テンペラ・水彩・アイリル）
4/7㈯～14㈯各8時30分～17時（初

日は12時から、最終日は14時まで）
市民会館 同会・島根☎362－6383
◆古いTシャツで布ぞうりを作ってみま
せんか
4/7㈯・21㈯各13時～16時 家庭文

庫ピッピ（新京成松戸新田駅下車） 各
先着5人 各1,000円 電話で同文庫・
足立☎368－5334へ
●基礎からのやさしい囲碁（入門・初級）
〔全4回〕

4月の第2～5㈪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
◆親と子の春の書

かき

初
ぞめ

大会
4/8㈰9時～13時 東部市民センター
1組600円（半折紙10枚付き） 電話で

書遊の会・橋本☎090－7273－0795へ

●歴史散歩「小金牧の野
の

馬
ま

の捕
とっ

込
こめ

（国指
定史跡）と鎌ケ谷大仏等を訪ねる」
4/8㈰13時30分新京成北初富駅集合、

16時30分新京成鎌ケ谷大仏駅解散 当
日集合場所で 300円 松戸史談会・
松田☎342－1764（夜間のみ）
●洋画木曜会展（油絵・水彩画・パステル・
木炭等）
4/10㈫～15㈰各10時～18時（初日は

13時から、最終日は16時まで） 文化
ホール 同会・谷☎364－8727
◆健康フラダンス体験
4/11㈬・25㈬各10時～11時30分

八柱市民センター 各先着10人 各500
円 電話でフラサークルナプア・三橋☎
080－5498－8594へ
◆千葉大学園芸学部公開講座「次世代園
芸産業を考える」〔全14回〕
4/12～7/12の㈭16時10分～17時40

分 同大学同学部合同講義室 先着50
人 FAXで同大学同学部学務係 308
－8720へ
●親子体操体験会
4/13㈮・27㈮各10時30分～11時30

分 青少年会館樋野口分館 2歳～3歳
の子と親 当日会場で さくらんぼ親
子体操・塚本☎090－4496－6805
◆パソコンお困り解決相談会
①第2～4㈮13時30分～15時30分②

第3㈭10時～14時③4/17㈫13時～16
時 ①コミュニティサロン胡

く る み

桃（JR新
松戸駅下車）②根木内会館（稲荷神社境
内）③アトレ松戸8階 先着①③
各6人②9人 ①2時間500円②③各50
分500円 電話でぱそこん119☎090－
4428－8931へ
◆パッチワークキルト・つるし飾り教室
作品展
4/14㈯・15㈰各10時～17時（15日

は16時まで） 戸定が丘歴史公園内松
雲亭 布つなぎ・佐伯☎363－2069
◆未来への架け橋～親子川柳コンテスト～
4/14㈯13時30分～17時 東漸寺

市内在学の小学5・6年生の子と親 先
着20組 電話で（公社）松戸青年会議
所・田村☎090－8317－1442へ
◆遺言・相続の無料法律相談会
4/16㈪13時～16時 千葉県弁護士会

松戸支部 先着20人 4/6㈮10時から、
電話で同会同支部☎366－6611へ
●家庭教育講座①すばらしい子どもが育
つ感受性②子どもの性格とその育て方
①4/17㈫②5/17㈭各10時～12時　
市民会館 各100円 松戸家庭教育

研究会・加藤☎080－5426－3133
●男の料理教室無料体験会
4/18㈬17時～20時 市民会館 頭

巾、エプロン、手拭い、布巾 先着3人
電話でにんじんクラブ・斉藤☎388－

2667（昼間のみ）へ
◆アフリカ料理とブルキナファソ視察報
告会
4/19㈭10時～13時30分 コーププ

ラザ東葛（中根長津町12） 先着20人
800円 電話で千葉県ユニセフ協会

☎043－226－3171へ
◆外出ボランティア参加者募集
4/21㈯9時20分～16時 高齢者・障

がい者と一緒に葛飾・柴又へ出かける（車
内、観光、昼食の介助） 先着10人
3,000円 4/13㈮までに、電話で認定
NPOたすけあいの会ふれあいネットま
つど事務局☎710－7450（平日9時～17
時）へ
◆ターゲットバードゴルフ体験教室
4/22㈰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
◆国民文化祭おおいた大会健康マージャ
ン交流会地区選考会
4/22㈰11時30分～17時 稔台市民

センター 千葉県在住 先着40人
1,600円 電話で（一社）日本健康麻雀
協会千葉成田支部・徳光☎090－8583
－1506へ

◆講演会「べてるの家」から吹く風
4/22㈰13時～15時30分 新松戸市

民センター 先着150人 べてるの家
の当事者研究とその展望 べてるの家
理事・向

むかい

谷
や

地
ち

生
いく

良
よし

氏 200円 電話で
NPO土曜会☎ 385－7070へ
●松戸の河

か

岸
し

跡を巡る～松井天
てん

山
ざん

の地図
を見ながら平

ひら

潟
かた

河岸を中心に～
4/24㈫10時松戸駅東西連絡通路集

合、15時松戸駅解散 先着20人 弁当・
飲み物・敷物 500円 4/20㈮までに、
電話でご近所探訪・地域を学ぶ・村上☎
080－1152－1427へ
●囲碁大会（棋力別・変則リーグ戦）
4/29㈷9時～17時 常盤平市民セン

ター 1,500円、高校生以下800円（昼
食あり） 常盤平囲碁クラブ・清水☎
386－1988（昼間のみ）
●春季市民ソフトボール大会
5/13～6/3の㈰（予備日6/24㈰）8時

30分から（初日は9時から） 古ケ崎ソ
フトボール場他 クラス別トーナメン
ト 市内在住・在勤者で編成するチーム
一般男子1チーム11,000円、一般女

子1チーム8,000円 4/14㈯18時30分
から運動公園武道館会議室で 松戸市
ソフトボール協会・鈴木☎345－7912
●松戸市民剣道大会（個人・団体戦）
5/13㈰9時10分から 運動公園体育館
市内在住・在勤・在学 1人500円 
4/14㈯13時30分から14時の間に直接

運動公園会議室で 松戸市剣道連盟・
森重☎080－5671－0911
●松戸市健康・体力づくりフェスティバル
6/3㈰9時30分～12時30分　※5/9㈬

15時30分から運動公園会議室で代表者
会議あり 運動公園体育館 実技発表
健康体力づくりに取り組む10人以上

の団体 先着25組 1人500円 4/14
㈯までに、電話で松戸市健康体操連盟・
八木☎348－5565へ

●松戸市パークゴルフ協会
第2㈯8時30分～12時、午後フリー 
白井遊楽パークゴルフ場（北総線小

室駅下車）他 10歳以上 年2,000
円、1回1,600円 川田☎090－2148
－0017
●松戸シニアスターズ（軟式野球）
㈬㈯㈰9時～12時 金ケ作公園他
47歳～70歳 先着3人 年15,000

円 草
くさ

皆
みな

☎090－8110－6665
●日本スポーツ吹

ふき

矢
や

協会・松戸支部
①第1・3㈰9時30分～12時②第2・3

㈭13時～17時 ①フィットネスガーデ
ン馬橋②常盤平体育館 各先着10人
月1,000円 1,000円 丸山☎366

－6543
●さわやか体操クラブ（ストレッチ体
操、リズムダンス等）

㈮14時～15時30分 青少年会館
60歳以上の女性 先着10人 月

1,500円 1,500円 鈴木☎090－
2259－9442
●爽

そう

健
けん

美
び

体操サークル（ストレッチ、
リズム体操、健康体操）
㈭9時30分～11時 運動公園体育

館 女性 先着10人 月2,200円（体
験は1回500円） 500円 三田村☎
345－2128
●健康体操ひまわり（ストレッチ、リ
ズム体操）

㈪（第4を除く）9時20分～10時50分
小金原体育館 20歳以上の女性

月1,500円 1,000円 斉藤☎341－
0025

●健
けん

身
しん

まほろば太極拳（24式太極拳、
推手、32式剣等）

①㈪14時～16時②㈬13時～14時
30分 ①稔台②明各市民センター
20歳～89歳 月3,000円（初心者

2,000円、1カ月無料体験可） 1,000
円 芦沢☎080－2010－1170
●健康麻雀サークルひまわりの会

㈪㈬㈭㈮12時～17時 JR新八柱
駅周辺（同会事務所） 中級以上 年
3,000円、1回1,200円 千

ち

田
だ

☎070－
6436－3577（昼間のみ）
●輝

き

龍
りゅう

会
かい

（詩吟）
第1～4㈯10時～12時 小金市民セ

ンター 初心者 月2,000円 吉
よし

富
とみ

☎
090－4413－3523
●ウエーブ（ギター入門・基本指導）
月3回㈬①16時30分～18時30分②

13時30分～15時30分 ①矢切公民
館②馬橋市民センター　※楽器貸し出
しあり 月5,000円 2,000円 吉
田☎090－4395－5664
●心スッキリ☆私にあったお片づけを
見つける会
第3㈭10時～11時30分 市民会館
月500円 1,500円 山崎☎090－

2545－4746（昼間のみ）
◆ストレッチ・ヨーガ（B

ビー

）
第1～4㈭13時30分～15時 運動

公園小体育室 月2,000円 1,000円
小川☎364－9874

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（総合医療センター内） ☎712－2513
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●広報まつど　2018年（平成 30年）4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。

　市民から寄付され、金ケ作育
い く

苗
びょう

圃
ほ

で育てられた鉢植えの藤約40
鉢を展示します。白、ピンク、藤色の花と香りの競演をお楽しみ
ください。
日程4月13日㈮～5月6日㈰　会場戸定が丘歴史公園　費用無料　
※申し込み不要。直接会場へ。 ※戸定邸・戸定歴史館への入館に
は別途入館料が必要。
問戸定歴史館☎362－2050

　昔ながらの手作業でのお米づくりを体験します。農薬
不使用の田んぼでは、生きものも観察できます。最終日
には餅つきを行います。
活動日5月19日、6月16日、7月14日、9月15日、10月20
日、11月17日の土曜10時～12時（最終日は13時まで）　
対象保護者も一緒に全回参加できる市内の小学4～6年生

（保護者にも手伝ってもらいます）　※活動内容は市ホー
ムページに掲載します。 定員25人（抽選）
 4月13日㈮〔必着〕までに、往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学校名・
学年・性別を記入して、〒270－2252松戸市千駄堀269　21世紀の森と広場パークセ
ンター（☎345－8900）へ

　3月13日に、松戸観光特命大使の北翔海莉さんが、松竹痛快娯楽時代劇「蘭～緒方洪
庵 浪

な に わ

華の事件帳～」の男装の麗人・東儀左近役として、自身初となる松竹の舞台に立
つこととなり、松竹新喜劇の俳優・藤

ふ じ

山
や ま

扇
せ ん

治
じ

郎
ろ う

さんと共に松戸市を訪れました。
　松戸市出身で元宝塚歌劇団星組トップスターの北翔さんは、「憧れて通っていた新橋
演舞場で、松竹の舞台に立つことができる喜びでいっぱいです。今回の作品を通じて、
日本にしかない娯楽時代劇を多くの皆さんにお伝え
し、広めていきたいと思います」と、舞台にかける
想
お も

いを語ってくれました。
　本郷谷市長は、「今後の舞台での活躍を期待する
とともに、観光特命大使として、松戸市の魅力を多
くの人にPRしていただきたい」と激励しました。

松戸観光特命大使 北
ほ く

翔
し ょ う

海
か い

莉
り

さんが
松戸市を表敬訪問

日程5月①6日㈰～13日㈰②16日㈬～20日㈰
会場①大阪松竹座②新橋演舞場
※詳細は松竹ホームページ https://www.shochiku.co.jp/をご覧ください。

　子どものときから本に親しみ、読書の喜びや楽し
みを知り、物事を正しく判断する力をつけておくこ
とが、とても大切です。
　いま、子どもの読書の大切さを改めて考えてみま
せんか。

①企画展示「えがしらみちこのあたたかな世界」
4月24日㈫～5月30日㈬　会場同センター　内容絵
本作家・えがしらみちこ氏の紹介と作品紹介、絵本・
パネルの展示等
②おはなし会
4月28日㈯、5月5日㈷・12日㈯・
26日㈯ 各10時30分～11時（5月
5日㈷は14時30分～15時も開催） 
会場同センター2階企画展示室　
対象幼児から大人まで

戸定の藤まつり

 21世紀の
森と広場

平成30年度こめっこクラブ
参加者募集〔全6回〕

こどもの読書週間2018
費用無料

問子ども読書推進センター☎331－0077

公演情報

問（一社）松戸市観光協会
　☎703－1100

北翔海莉さん（左）と藤山扇治郎さん

要申込

新婚カップル（2年以内）・赤ちゃん（応募時に満2歳未満）の写真募集中!
直接またはＥメールに写真データ、件名・住所・氏名(ふりがな)・名字掲載希望の有無・生年月・電話番号・

コメント(50字以内)・市ホームページ掲載希望の有無を記入して、〒271－8588松戸市役所　広報広聴課 
mckouhou@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

平成29年9月生
まつどで産

う

まれた可
か わ い

愛いリッちゃん。
ついついお兄ちゃんもちょっかい！
どんな子に育つのか楽しみだなぁ～

平成29年5月生
元気にすくすくと育ってくれて幸
せと笑顔をありがとう！日々の成
長をとても楽しみにしています。

平成28年3月生
姉と兄が通うすもう教室で、元気に
走り回っています！「まわし」を締
めて一緒に稽古をする日も近いかな。

叶か
な

翔と

ち
ゃ
ん

律り
つ

ち
ゃ
ん

高た
か

橋は
し

叶か
な
え

ち
ゃ
ん

　前回に引き続き、今年度の主な事業を説明させてい
ただきます。
　松戸駅東口の松戸中央公園を中心とした新拠点ゾー
ンの整備は、今年度から基本計画の策定に着手します。
松戸駅西口駅前広場のエレベーター・エスカレーター
は6月に完成予定で、JR松戸駅構内のエレベーター・
多機能トイレ等は、平成31年度末までに利用開始予定
となっています。新松戸駅東側地区・千駄堀地区など
についても、各地区の皆さんと共にまちづくりの取り組
みを進めていきたいと思っています。
　3月21日に伊勢丹松戸店の営業が終了した松戸駅周
辺の活性化は急務です。そこで「いつもなにか素

す

敵
て き

な
ことがあるまつど」と銘打ち、市内事業者が主役となる
イベント（マルシェ・屋台村・まちバルなど）の開催や、
旧伊勢丹松戸店に人が訪れたくなるお店の呼び込みに
努力したいと思います。
　安全・安心なまちづくりでは、登下校時の児童の安
全確保のため、防犯カメラを小学校の通学路等33カ所
に新設します。昨年3月に起きた悲しい事件が二度と起
こらないよう、地域の皆さんと一緒になって子どもたち
の安全を見守っていきたいと思います。
　この他、きれいな駅前づくりとして、客引き行為等の
防止のため、元警察官2人を指導監視員として配置し、
主に駅前周辺の客引き行為等禁止特定地区（松戸・新
松戸・八柱）の巡回などを実施します。また、駅前の放
置自転車防止に向け、誘導員を増員し、配置日数・時
間を延長して実施します。
　ごみ処理の効率化として、粗大ごみを一元処理する
（仮称）リサイクルプラザを六和クリーンセンターの跡
地に建設します。4月1日から家庭から出る燃やせるごみ
の排出方法を「認定ポリ袋」に統一しました。雑がみや
リサイクルするプラスチックを分別し、燃やせるごみの
減量にご協力ください。
　話は変わりますが、松戸市出身で元宝塚歌劇団星組
のトップスター・北翔海莉さん（松戸観光特命大使）が、
初めて新橋演舞場で藤山扇治郎さんと共演（詳細は右
上）します。北翔さんの活躍をみんなで応援していけた
らいいなと思っています。

平成30年度の主な事業

人口と世帯（平成30年3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 488,470 人 〔 △ 82 〕 男 242,827 人〔 △ 89〕
世帯 223,197 世帯 〔 53 〕 女 245,643 人〔 7〕

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

2018.4.1
（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

083




