
　3,000円未満の現
金取引、使用してし
まった 消 耗 品（化 粧
品・健康食品など）、
自動車の販売（リー
スを含む）、葬儀等は
クーリング・オフがで
きません。

クーリング・オフは

クーリング・オフは

クーリング・オフの

クーリング・オフが

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。
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DVD等で分かりやすく説明します。

　クーリング・オフとは、いったん契約をしてしまった後でも、一定の期間内で
あれば無条件で契約を解除することができる制度です。
　後から冷静になって「契約をやめたい」と思ったときに活用できます。
問消費生活センター☎365－6565

消費生活についての出前講座をご利用ください 要申込

そんな
ときは

　クーリング・オフは
「書面」で行います。
　書面を送る際は、特
定記録郵便、 簡易書
留等記録が残る方法
で契約相手に送付し
ます。

　右記の記載例のよう
に契約日や商品名など
を記載します。

クーリング・オフは

どうやって
行うのですか？ できない

場合は
ありますか？

書面の
書き方が

分かりません

どのような
場合に

行えますか？

いつでも
できますか？

記載例
通知書

次の契約を解除します。

契約年月日 平成〇〇年〇月
商品名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
契約金額 〇〇〇〇〇〇円
販売会社 株式会社××××　□□□営業所
担当者 △△△△△
支払った代金〇〇〇〇〇〇円を返金し、商品を
引き取ってください。

平成○○年○月
○○県○市○丁目○番○号

氏名　○○○○○○

　不意をつくような勧誘を受
けたときや自宅に突然やって
くるなど、「冷静な判断」が
できずに契約をしてしまった

「訪問販売（押し売り）」「訪問
購入（押し買い）」等の場合に
クーリング・オフができます。

　期間が決められていま
す。取引の種類によって期
間が異なりますので注意し
てください。
　なお、契約書または申込
書の受領日を1日目と数え
ます。

クーリング・オフができるもの

※その他、個別クレジット契約、保険契約、投資顧問契約、有料老人ホーム入居契
約、宅地建物取引、預託等取引契約、不動産特定共同事業契約、ゴルフ会員権契
約などもクーリング・オフの対象となります。

取引の種類 内容・対象 期間
訪問販売（押し売り） 事業者が自宅を訪問して商品の販売をするもの 8日間
電話勧誘販売 事業者が電話をかけて商品の販売をするもの 8日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法 20日間

特定継続的役務提供 エステティック、語学教室、学習塾、家庭教師、
パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療 8日間

業務提供誘引販売取引 いわゆるモニター商法や内職商法 20日間
訪問購入（押し買い） 事業者が自宅を訪問して物品を買い取るもの 8日間

うっかり契約をしてしまったけど、よく考えたら必要なかったかも…

「クーリング・オフ」
  を活用できます

消費生活センター☎365－6565（相談専用、平日8時30分～16時）、消費者ホットライン☎1
い

8
や

8
や

（局番なし）まで悪質商法や商品
トラブルの相談は

消費生活センター
公式ツイッターも
ご覧ください！

訪問購入（押し買い）
「消費者庁イラスト集」より

訪問販売（押し売り）
「消費者庁イラスト集」より

悪質商法の情報やイベント
情報を発信しています。

共通 対象おおむね10人以上のグループ
  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
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●3月定例市議会開催予定
●障害者権利擁護講演会・トーク＆コンサート
●市内15地区で地域づくりフォーラムを開催 
●図書館の貸出数上限変更・延滞者等利用制限開始
●若者たちの発表会「ミンナノヒカリ～翼～」



　さまざまな業種の人がオフィス環境を
共有する「コワーキングスペース」を併設
した、インキュベーション（起業支援）施設
「松戸スタートアップオフィス」の4月開設
に先立ち、オープニングセミナーを開催し
ます。起業するために必要な心構え・準
備・マーケティング戦略・マネジメント・成
功法則などのノウハウを分かりやすくお伝
えします。また、オープン前に同施設をご覧になりたい人もぜひご参加ください。
日時2月16日㈯17時～18時（16時30分開場）　会場同オフィス（松戸1307の1
松戸ビルヂング13階）　講師㈱あきない総合研究所代表取締役・吉
田雅紀氏　定員先着30人　費用無料　※同セミナー終了後に交流会
（軽食・飲み物あり、1,000円、要申込）も開催します。
 同オフィスホームページで
 問商工振興課企業立地担当室☎711－6377

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（記載がないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先

掲 示 板
お知らせ

児童手当2月期分（10月～1月分）を、
2/8㈮に指定口座に振り込みます
　金融機関により振り込み時間が異なる
ことがあります 子育て支援課児童給付
担当室☎366－3127

クリーンセンター定期整備工事のた
め、六実高柳老人福祉センター内風呂
は2/8㈮から3/11㈪まで、クリーンセン
ター内温水プールは2/8㈮から3/14㈭
まで利用できません
クリーンセンター☎385－7100

2/20㈬11時から、防災行政無線を使っ
た全国一斉情報伝達訓練を行います
　災害時に全国瞬時警報システム（ J

ジェイ

-
A
ア ラ ー ト

LERT）を通じて送られてくる国からの緊
急情報を、防災行政無線で放送する訓練
です 危機管理課☎366－7309

一般競争入札で旧市立養護老人ホーム
松
しょう

風
ふ う

荘
そ う

（土地）を売却します
所在地松戸市大橋字丸山424番1外
（地目=山林他、面積=7,261.68㎡）
参加申込方法 2/25㈪～3/1㈮各9時～
16時に、持参またはFAX・Eメールで財
産活用課へ入札受付方法 3/1㈮～7㈭各9
時～16時〔必着〕に、持参または簡易書
留で財産活用課へ開札 3/15㈮10時から
※詳細はお問い合わせを 〒271－8588
松戸市役所　財産活用課 366－1160、
mczaisankanri@city.matsudo.

chiba.jp（☎366－7316）

地域環境調査員（市民ボランティア）募集
調査期間 4/1～2020（H32）/3/31
調査内容観察した野鳥の種類等を調査票
に記録し、半年に1回市に提出 説明会
2/8㈮10時から 京葉ガスF松戸ビル6
階会議室 2/7㈭までに、電話で環境政
策課☎366－7089へ

市立小・中学校図書館司書募集
採用期間 4/1～2020（H32）/3/31
勤務日時平日週4日（長期休業期間を除く）
8時～16時45分のうち5時間45分時給
900円（別途交通費支給）応募資格 司書、
司書補または幼稚園・小・中学校教員免
許のいずれかを保有し、簡単なパソコン
操作ができる人　※面接あり 2/8㈮ま
でに、電話で指導課☎366－7458へ

常盤平児童福祉館非常勤職員募集
勤務日時月曜を除く週3日（交替で祝日勤
務あり）9時15分～17時30分（休憩時間
45分を含む、11時45分～19時30分の
勤務も月数回あり）勤務場所同館業務内容
小学生から高校生の遊びの対応、行事の
企画等 応募資格児童福祉事業経験者、
保育士・社会福祉士・教諭等の資格保有
者、大学で社会福祉・心理・教育・芸術・
体育を専修する学科を修了した人　※卒
業見込みの人も可募集人数若干名時給
1,270円（別途交通費支給） 2/15㈮〔必
着〕までに、履歴書を直接または郵送で
〒270－2266松戸市常盤平西窪町12　
常盤平児童福祉館（☎387－3320）へ

①臨時職員（事務補助）②障がい者を対
象とした臨時職員（事務補助）登録者募
集
　登録を行い、必要が生じた場合に採用
します勤務日時 平日週4日9時30分～15
時45分（休憩時間45分を含む）勤務場所
市役所、市内公共施設 業務内容 窓口・電
話対応、入力作業等の事務応募資格パソ
コン操作（Excel・Word）を伴う事務経
験があり、①窓口・電話対応経験もある
人②身体障害者手帳・療育手帳・精神障
害者保健福祉手帳のいずれかを持つ人
時給900円（別途交通費支給） 2/15
㈮〔必着〕までに、郵送で履歴書（②は障
がいの程度も記載）を〒271－8588松戸
市役所　人事課人事班（☎366－7306）へ

2月の松戸競輪開催日程
本場開催 2/27㈬～3/1㈮=FⅡナイター
本場代替開催 2/13㈬～15㈮=千葉（FⅠ）
場外開催 2/1㈮～3㈰=高松記念（GⅢ）、
2/8㈮～11㈷=別府（全日本選抜GⅠ）、
2/16㈯～19㈫=奈良記念（GⅢ）、2/20
㈬～22㈮=川崎（FⅠ）、2/23㈯～26㈫=
静岡記念（GⅢ）、2/25㈪～27㈬=名古屋
（FⅠ）、2/28㈭～3/3㈰=玉野記念（GⅢ）
公営競技事務所☎362－2181

介護保険認定調査員募集
勤務日時 平日週2日～4日（応相談）9時
～16時45分業務内容要介護・要支援認
定申請者との面接および認定審査に必
要な調査等 応募資格 以下の全ての要件
を満たす人●保健師、看護師、社会福祉
士、介護支援専門員のいずれかの資格を
有する●都道府県が実施する認定調査
員新規研修を修了しているまたは3月か
ら5月に実施する同研修を受講できる（受
講後に勤務開始となります）時給1,490
円（別途交通費支給） 3/15㈮までに、
電話で介護保険課☎366－7370へ

日本語指導支援スタッフ募集
募集期間3/29㈮まで 勤務開始日 4月以降
勤務場所市立小・中学校 業務内容外国人
の小・中学生に対する日本語の指導時給
900円（別途交通費支給）　※資格要件
等の詳細は市ホームページで 指導課
☎366－7458

①助産師②看護師の非常勤職員募集
勤務開始日 4月以降 勤務日時 平日①週4
日8時30分～16時30分②月4日～8日程
度9時～16時（半日勤務可）業務内容①親
子すこやかセンターでの相談および家庭
訪問等②幼児健診時の身体計測および
診察介助 応募資格 市内医療機関に勤務
していない①助産師資格保有者②正看
護師資格保有者 募集人数 若干名時給①
1,630円②1,460円（別途交通費支給）
電話で子ども家庭相談課母子保健担当

室☎366－5180へ

2019（平成31）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

=2/12㈫～22㈮に、納入を希望する学
校に直接申請書類を提出 初めて参加を
希望する業者=2/6㈬10時～16時に、
直接保健体育課（☎366－7459）へ

2019（平成31）年度千葉県生涯大学校
学生2次募集
募集期間 2/8㈮～28㈭ 健康・仲間づ
くり・社会参加に興味がある県内在住の
60歳以上 願書配布場所同校各学園、高齢
者支援課、各支所、矢切公民館、各老人
福祉センター　※願書の郵送を希望する
人はお問い合わせを 同校☎043－266
－4705

市職員（約5千人）の6月～11月分給与明
細書（計7回）に掲載する広告を募集
募集期間 2/28㈭まで 寸法 1枠＝68mm
×179mm以内色 2色刷り募集枠数 3枠
広告掲載料 1枠12万円以上（消費税込
み、版代・印刷費用は市が負担）　※申
込書・広告掲載基準等は人事課で配布ま
たは市ホームページでダウンロード可
同課☎366－7306

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

講座・講演・催し

東部市民センター「さわやかヨガ教室」
2/7㈭・21㈭・28㈭各10時～11時

同センター 高校生以上 各先着30人
各800円 電話で同センター☎391－

3701へ

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ」
2/7㈭11時～11時30分 ふれあい

22演奏者日
ひ

向
が

野
の

のりえ（歌）、德川眞弓（ピ
アノ） ふれあい22☎383－0022

  松戸スタートアップオフィス オープニングセミナー&施設説明会3月定例市議会開催予定
問市議会事務局議事調査課☎366－7382

請願・陳情提出期限2月13日㈬12時
起業「成功」ノート

～小さな起業の成功の法則～
日程 会議予定

（開議予定時刻＝10時） 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
25㈪ 各常任委員会 先議議案審査
28㈭

本会議

先議議案採決
3/  1㈮ 一般質問4㈪
5㈫ 一般質問・議案質疑
6㈬ 総務財務常任委員会

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

予算審査特別委員会 2019（平成31）年度
各会計予算議案審査

18㈪
19㈫
20㈬
25㈪ 本会議 議案等の採決

要申込

勤務開始日 4月以降 勤務場所 市立保育所
応募資格 ①～③保育士　※詳細は市ホー
ムページをご覧ください。
申電話で幼児保育課☎366－
7351へ

市立保育所の臨時職員募集 職種 時給 1日の勤務時間 1週間の勤務日数
①
保育士 1,270円

3時間 5日（平日のみ）
② 4時間 1日または3日～5日で選択

（㈰㈷を除く）③ 7時間
④ 保育従事職員
（資格不問） 1,090円

3時間 3日～5日で選択（原則、朝・夕2回
勤務、㈰㈷を除く）⑤ 4時間

⑥ 6時間
⑦ 事務員
（資格不問） 900円 4時間30分 5日（平日のみ）⑧ 5時間30分

同オフィス
ホームページ

同オフィスイメージ図

市ホームページ

2 4月7日㈰は千葉県議会議員一般選挙の投票日です。貴重な一票を大切にしましょう。  問選挙管理委員会事務局☎366－7386

●広報まつど　2019（平成31）年2月1日



市民公開講座～脳卒中について知ろう～
2月9日㈯14時30分～16時30分　会場東葛クリ
ニックみらい6階ホール　内容講演「脳卒中を防
ぐために」　講師新東京病院脳神経外科主任部
長・石井則宏氏他　定員先着120人　費用無料
問松戸市医師会☎368－2255、 365－4915

患者サロンのご案内①オストメイトの
集い②がん患者・家族「集いの場」

2月20日㈬①10時30分～12時②13時30分～
15時30分　会場総合医療センター8階特別カン
ファレンス室　内容フリートーキング　定員先着
各15人　費用無料
電話またはFAXで同センターがん診療対策室

☎712－2511（内線1025）、 712－2573へ

総合医療センター皮膚科外来は2月25
日㈪に休診します
問同センター同外来☎712－2511（代表）

健康塾「知って安心 認知症と共に活き
いき生活」
2月27日㈬14時30分～16時　会場東松戸病院
1号館2階大会議室　講師認知症看護認定看護
師・川﨑智

ち

恵
え

氏　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

ゲートキーパー養成講座「うつかな？と
思われる人からの相談の受け方」
　支援の一歩を踏み出せるように、話の聴き方な
ど実技を取り入れた講座です。
日時3月2日㈯13時30分～16時30分
（13時開場）　会場ゆうまつど　講師
NPOメンタルレスキュー協会理事長・
下
し も

園
ぞ の

壮太氏　定員先着60人　費用無
料　※一時預かりあり（要申込）。　※手話通訳・
要約筆記あり。
電話で中央保健福祉センター☎366－7489へ

まつど健康マイレージ付与…

ふれあい教室「朗読をきくかい」
2/13㈬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

明るい選挙啓発習字入選作品展
2/13㈬～22㈮（18㈪を除く）各10時

～18時（最終日は15時まで） 文化ホー
ル 選挙管理委員会事務局☎366－
7386

福祉のしごとミニ就職フェア（就職面談）
2/14㈭14時～16時30分 ペリエ

ホール（千葉市） 社会福祉施設等への
就職を希望する人 （社福）千葉県社会
福祉協議会千葉県福祉人材センター☎
043－222－1294

ふれあいサービス基礎研修・訪問型元
気応援サービス実施者研修〔全3回〕
2/15㈮・22㈮、3/1㈮各9時～16時

30分 松戸市社会福祉協議会 援助に
必要な家事・介護の方法他 全日程参加
できる市内在住・在勤の20歳以上 先着
40人 電話で（社福）松戸市社会福祉協
議会ふれあいサービス☎368－2941へ

犯罪ゼロを目指し、ひったくり防止自転
車かごカバーや自転車盗・空き巣対策
グッズを配布します
　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 2/15㈮10時～10時30分 古
ケ崎第2公園（古ケ崎3の3383の1） 先
着100人 市民安全課☎366－7285

エンディングノートの書き方講座
2/15㈮13時30分～15時 文化ホー

ル内松戸フューチャーセンター （一社）
コスモス成年後見サポートセンター千葉
県支部職員 先着30人 電話または
FAXで明第2西高齢者いきいき安心セン
ター☎382－5707、 382－5727へ

千葉県マンション管理基礎講座①個別
相談会②講演
2/24㈰①10時～12時②13時～16

時 市民劇場 マンション管理組合の役
員・居住者等 先着①5組②30人 ①
FAX②電話またはFAXに管理組合名・参
加代表者氏名（ふりがな）・住所・電話番
号・参加人数を記入して、①千葉県マン
ション管理士会 043－244－9094②
千葉県住まい情報プラザ☎043－223－
3266、 043－223－0003へ

松戸市・柏市・我孫子市・ジョブカフェ
ちば合同就活セミナー「面接の基本」
2/15㈮14時～16時 勤労会館 面

接のマナー等　※相談もできます（1人
15分程度、要申込） 15歳から44歳ま
での求職者 先着20人 電話で商工振
興課☎711－6377へ

野鳥観察会（千駄堀）
2/16㈯8時新京成常盤平駅改札口集

合、11時30分ごろ現地解散〔雨天時は
集合場所で開催可否を決定〕 筆記用
具・観察用具 100円（別途交通費）
当日集合場所で （公財）松戸みどりと花
の基金☎710－2851

住宅リフォーム①相談②市民講座
2/16㈯①10時～13時、14時～16時

②13時～14時 矢切神社会館（下矢切
332） 松戸住宅リフォーム相談員協議
会☎365－5252

①八柱市民センター・常盤平市民セン
ター合同まつり②六実市民センター・五
香市民センター・松飛台市民センター合
同まつり
2/16㈯11時～15時 ①八柱②六実

各市民センター ステージ発表、作品展
示、子ども向け縁日 一部有料 各市民
センター①八柱☎388－3570、常盤平
☎387－2529②六実☎385－0116、五
香☎386－8300、松飛台☎386－6000

外国人日本語スピーチコンテスト
　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 2/16㈯13時から 市民劇場
（公財）松戸市国際交流協会☎366－
7310

矢切公民館音楽祭（合唱、楽器演奏、
かっぽれ、フォークソング等）
2/17㈰10時～15時30分 同館 生

涯学習推進課☎367－7810

松戸市福祉大会
2/17㈰13時～16時 市民会館 福

祉功労の表彰状・感謝状贈呈式、記念
イベント、市立松戸高校吹奏楽部の演奏
※手話通訳、要約筆記あり （社福）松
戸市社会福祉協議会☎368－0503、
368－0203

松戸市シルバー人材センタースマホ・
パソコン教室
コーススマホ、タブレット、Word、Excel、
個人授業他 同センター☎330－5005

聴覚障害者のための教室「子育てや社
会とのつながりの中で学んだ事」
2/17㈰13時30分～15時30分 ふ

れあい22 千葉県手話サークル連絡協
議会顧問・岩渕由貴氏 市内在住の聴
覚障がい者とその家族 先着30人 筆
記用具　※手話通訳・要約筆記あり
2/13㈬までに、FAXに住所・氏名・FAX
番号を記入して、障害者福祉センター
383－7810（☎383－7111）へ

市民活動トークライブシリーズ「哲学対話
のつくり方～対話が深まる場づくり～」
2/17㈰14時～16時30分 まつど市

民活動サポートセンター 和光市コミュ
ニティカフェ「アルコイリス」オーナー・
川上和宏氏 地域の居場所づくりに関
わっているまたは対話の場づくりに関心
がある人 先着15人 電話またはEメー
ルで同センター☎365－5522、 hai_
saposen@matsudo-sc.comへ

NPO・市民活動よろず相談室「資金調
達入門～活動資金を集める方法を教え
ます～」
2/20㈬10時～12時 新松戸市民活

動支援コーナー まつど市民活動サポー
トセンター長 先着15人 電話またはE
メールで、同センター☎365－5522、
hai_saposen@matsudo-sc.comへ

古民家「旧齋藤邸」造形講座～杉戸絵に
挑戦しよう！～
2/21㈭10時30分旧齋藤邸集合、15

時解散 杉板に日本画の絵の具を使っ
て杉戸絵を制作 日本画家・泉晴

せい

行
こう

氏
先着15人 昼食、飲み物 500円

2/8㈮までに、電話で社会教育課☎366
－7462へ

農業ボランティア養成講座
3/2㈯10時～12時 JAとうかつ中

央経済センター（馬橋） JAとうかつ
中央営農生活課職員他 先着20人　
※農業ボランティア団体「松戸市野良の
会」入会希望者は要年会費（2,000円）
2/15㈮までに、電話で農政課☎366－
7328へ

DV・児童虐待予防セミナー「母へのゆ
るし～ジブリ宮崎駿作品にみる母と子
の和解～」
3/3㈰14時～15時30分 千葉市文

化センター 140人（抽選） 2/22㈮ま
でに、電話またはEメールに件名「予防セ
ミナー」、本文に住所・氏名・電話番号・
Eメールアドレス・性別・手話通訳希望の
有無・一時預かりの人数（手話通訳・一時

預かり希望者は、2/15㈮までに要申込）・
セミナーを知ったきっかけを記入して、
千葉県男女共同参画課DV対策班☎043
－223－2376、 kyodo3@mz.pref.
chiba.lg.jpへ

ボール紙と布でかっこいい甲
か っ

冑
ちゅう

を作ろ
う！講習会
3月～9月の第2・4㈬㈭9時～16時
戸定が丘歴史公園内松雲亭他 甲冑

を着て松戸まつり等のイベントに参加で
きる人 ①幼児用②小人用③大人用各
5人（抽選） ①5万円②6万5千円③6万
～7万円 2/9㈯〔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・小人・大人）を記入し
て、〒271－0091松戸市本町7の3
（一社）松戸市観光協会「松戸手作り甲冑
愛好会」へ 同会・知

ち

久
く

☎080－5438－
4039

会議

介護保険運営協議会
2/7㈭14時から 市役所新館7階大

会議室 傍聴定員 先着10人（13時45分
から受け付け） 介護保険課☎366－
7370

公民館運営審議会
2/7㈭18時から 京葉ガスF松戸ビル

5階会議室（傍聴は17時50分まで受け
付け） 生涯学習推進課☎367－7810

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

会議室傍聴定員先着10人 子育て支援
課児童給付担当室☎366－3127

教育委員会会議
2/14㈭13時30分から 京葉ガスF

松戸ビル5階会議室（傍聴は13時から受
け付け） 教育企画課☎366－7455

入札監視委員会
2/15㈮9時30分から 市役所新館

5階市民サロン傍聴定員先着10人（9時
20分まで受け付け） 契約課☎366－
1151

少年センター運営協議会
2/20㈬14時から 中央保健福祉セ

ンター傍聴定員先着5人 子どもわかも
の課少年センター☎366－7464

問健康福祉政策課☎704－0055
　インフルエンザが疑われる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
インフルエンザを予防するために
●栄養と休養を十分に取る●手洗い・うが
いをしっかりする●加湿器などで部屋の乾
燥を防ぐ

「咳
せき

エチケット」を守りましょう
●マスクを着用する●鼻水・たん等を含んだ
ティッシュペーパーはすぐにゴミ箱に捨てる
●咳をしている人にマスクの着用をお願いする

千葉県は1月16日にインフルエンザ警報を発令しました

下園壮太氏
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●広報まつど　2019（平成31）年2月1日

「松戸市選挙管理委員会公式ツイッター」をぜひフォローしてください。選挙に関する情報を発信しています。  https://twitter.com/matsudo_senkan



2019（平成31）年4月から産前産後期
間の免除制度が始まります
免除期間出産予定日または出産日が属する
月の、前月から4カ月間　※多胎妊娠の場
合は、出産予定日または出産日が属する月
の3カ月前から6カ月間
対象者国民年金第1号被保険者で、出産日
が2019（平成31）年2月1日以降の人
問松戸年金事務所☎345－5517

給付の種類～納付されたお金は、以下の年金に使われます～

国民年金課☎366－7352

　金融機関等（銀行・郵便局・コンビ
ニエンスストア）での納付書による納
付以外に、口座振替・クレジットカード・
インターネット等での納付ができます。
※保険料額は、2018（平成30）年度は月
額16,340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。
※第1号被保険者に限り、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（国
民年金基金加入者を除く）。

　今年4月から利用する場合は、2月28
日㈭までに申し込みが必要です。
2018（平成30）年度割引額15,650円
※2年未満の前納制度や、口座振替早割
制度など、他にも割引制度があります。
問松戸年金事務所☎345－5517

①老齢基礎年金
対象原則65歳以上
支給条件原則として、国
民年金保険料を納めた期
間（免除された期間など
を含む）が10年以上の受
給資格のある人
2018（平成30）年度年金
額779,300円（保険料を
40年間納めた場合）

②障害基礎年金
対象初診日に国民年金加入者
または60歳以上65歳未満・20
歳未満の未加入者だった人
支給条件病気やけがで、政令で
定められた1級・2級の障がいの
状態になった人　※保険料の納
付要件があります。
2018（平成30）年度年金額1級=
974,125円、2級=779,300円

③遺族基礎年金　
対象国民年金加入者に生計を維持されていた、
18歳未満（1級・2級の障がいがある場合は20歳
未満）の子がいる配偶者（または子本人）
支給条件国民年金加入者が亡くなった場合
※保険料の納付要件や所得制限などがあります。
2018（平成30）年度年金額1,003,600円（子が
1人いる配偶者の場合）
※他にも、寡婦年金や死亡一時金の制度があり
ます。

種類 対象 加入手続きの場所 保険料の納付方法
第1号
被保険者 自営業者、学生、無職の人など

住所地の国民年金担当課窓口
※海外に転出する場合も手続きが
必要です。

納付書などで納付

第2号
被保険者

会社員や公務員などで厚生年金
に加入している人 勤務先（厚生年金と同時に加入） 給与から天引き

第3号
被保険者

第2号被保険者に扶養されてい
る20歳以上60歳未満の配偶者 第2号被保険者（配偶者）の勤務先 個人で納付の必要なし（第2号被保険

者が加入する年金制度に含まれる）

※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。

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 歳未満の本人および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
◦障害基礎年金1級・2級を受けている人等

国民年金は、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
間中に万が一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

～加入方法は 3パターン～
　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

国民年金保険料の納付方法 納めることが困難な場合に申請できる免除の種類

お得な2年前納（口座振替）を
ご利用ください

冬の生涯学習講座

広がる言葉の世界と落語

共通 2月7日㈭までに、申し込みフォームまたは電話で生涯学習推進課
☎367－7810へ　※電車・バス等公共交通機関をご利用ください。

市民大学講座・流通経済大学連携
スポーツの新しいチカラ～メディアの視点から～〔全3回〕

日時 内容 講師

2/  9㈯13:30～15:00 高校野球の価値～メディ
アスポーツの視点～

流通経済大学スポーツ健康科学部教授・
龍崎孝

たかし

氏
2/16㈯13:30～15:00 スポーツ報道の舞台裏 TBSテレビアナウンサー・藤森祥平氏
3/  2㈯15:00～16:30 巻き込んで楽しむ！

スポーツの新しいカタチ TBSテレビアナウンサー・笹川友
ゆ

里
り

氏

会場同大学新松戸キャンパス　定員先着500人　費用無料　※当日受け付けのお手伝いを
していただける人は、申し込みの際に「サポーター希望」と付け加えてください。

3月2日㈯13時30分～17時 
会場文化ホール内松戸フューチャーセンター
講師千葉商科大学政策情報学部教授・朽

くつ

木
き

量
りょう

氏
対象市内在住・在勤　定員20人（抽選）　費用無料

レゴ®シリアスプレイ®メソッドと教材
を活用したおとなのワークショップ
～人生100年時代の生き方・働き方を考える～

申し込みフォーム

　小学4年生の国語の教材「ぞろぞろ」
でおなじみの落語家・三

さん

遊
ゆう

亭
てい

圓
えん

窓
そう

師匠
が、コミュニケーションの原点や言葉の
広がり・落語の面白さなどについてお話
しします。
日時2月15日㈮10時30分～12時（10時開場）　
会場市民劇場　定員先着300人　費用無料

電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

　情報過多のIT社会で“子どもたちが夢をかなえる”には、どうすれば良い
のか。インターネットの使用と脳の発達の関係は。大人は、家庭や地域で何
ができるのか。脳科学や認知科学のデータをもとにお話しします。
日時2月23日㈯14時から（13時30分開場）　会場古ケ崎小学校体育館　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・在学の小学
5年生以上　定員先着250人　持ち物上履き　費用無料　※一時預かりあり

（1歳6カ月～未就学児、先着10人、電話で要申込）。　※車での来場はできません。
 申し込みフォームまたは電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

家庭教育講演会 要申込 小学校家庭教育学級合同閉級式・
家庭教育講演会 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

～

要申込

2月23日㈯開催の「青少年会館アートパフォー
マンスまつり」で展示するアート作品を作りま
せんか

地域子育てサポーター募集

①2月7日㈭15時～17時、2月17日㈰②10時～12時③12時～15時　
※開催時間内入退場自由。　会場同館　内容①版画②陶板プレートで
アート看板作り③書道　講師同館で活動している団体　対象小・中学生
定員各先着20人　費用無料

2月15日㈮10時30分～12時　会場新松戸未来館（JR新松戸駅下車）　
内容◦市の子育て支援◦今どきの子育て事情◦地域みんなで子育てに
ついて考えよう　講師保育士・釣

つり

屋
や

方
まさ

子
こ

氏　定員先着30人　費用無料
2月10日㈰までに、電話でE-こどもの森ほっとるーむ新松戸☎375－

8737へ

地 域 で 子 育 て み ん な で 子 育 て

問同館☎344－8556

問子育て支援課 
　☎366－7347要申込

申し込み
フォーム

三遊亭圓窓師匠

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



市民会館プラネタリウム室

館長ギャラリートーク

戸定のお雛
ひ な

様

「地域の中でつながりを持つ」大切さを感じてみませんか？

市内15地区で開催！地域づくりフォーラム

小学生向けプログラミング
教室〔全2回〕要申込

戸定のイベント

NAOKO SPACE PLANETARIUM

オリジナルゲームを開発しよう！

日時 企画タイトル 内容 会場 問い合わせ
（各高齢者いきいき安心センター）

2/  3㈰13:30～15:30 みんなで話そう！ 矢切の歴史 クイズに答えて矢切紹介リーフレッ
トを作成

まつど市民活動サポートセン
ター 矢切☎710－6025

2/  9㈯10:00～12:00 みんなあつまれ！おしゃべりタイム 多世代で地域についておしゃべり シニア交流センター 馬橋西☎711－9430

2/16㈯10:00～12:00 学べる！遊べる！つながる！～知らな
いひと・知らないことを知ろう！～

昔遊び、認知症の劇、地域マップ等
で遊びながら地域のことを知る 松飛台第二小学校体育館 五香松飛台☎385－3957

2/20㈬13:30～16:00 明
あきら

のみんなで明るいみらい～みんな
で知ろうあきら地区～

地域の歴史、伝承文化について知り、
地図を作成 風早会館（上本郷2678） 明第2東☎382－6294

2/23㈯10:00～13:30
〔荒天中止〕

小金発見！ミステリーツアー～ヒント
をもとにミッションをクリア～ 要申込

街を歩いて地域の資源や歴史を知る
(定員先着150人） 小金小学校集合 小金☎374－5221

2/24㈰13:00～15:30 馬橋までイッテQ ！～地域で多世代
が交流できる場って？～

おしゃべりしながら地域について考
える

フィットネスガーデン馬橋（馬
橋1890の1ウェルネス馬橋4階）馬橋☎374－5533

2/26㈫14:00～16:00
〔雨天時3/5㈫に延期〕

あったか芋
いも

ん～寒いので（落ち葉で）
お芋やきます～

焼き芋をしながら地域のつながりに
ついて考える 旭ケ丘第三公園（松戸2290） 明第1☎700－5881

3/  2㈯11:00～13:30 親子で来れる「みんなの居場所をつ
くってみました」 c

カ フ ェ

aféキラクでカフェトーク 第2喜
き

楽
らくの

家
いえ

内c
カ フ ェ

aféキラク（小金原
3の7の15）

小金原☎383－3111

3/  3㈰10:00～12:00
松戸宿みんなで探検まちあるき～車
いす体験・ クイズラリー・桜まつり
を楽しもう～ 要申込

まちを歩きながら地域の資源に触れ
る 松戸駅西口デッキステージ前 本庁☎363－6823

3/  3㈰10:00～14:00 いいばしょ居場所みつけましょ！ 多世代が集える居場所（先着100人
に豚汁無料提供、カフェ、ゲーム等）東部市民センター 東部☎330－8866

3/  3㈰12:30～15:30 ときわだいら　団地再発見！～生き
がいから歴史まで～

出張いきいきサロン、バンド演奏、
展示ブース、困りごと相談 常盤平市民センター 常盤平団地☎382－6535

3/  9㈯14:00～16:30「食」でつながる、新松戸。要申込 場づくりに取り組む人・取り組みた
い人の情報交換と知恵の共有 新松戸市民センター 新松戸☎346－2500

3/10㈰13:00～16:00 ときわだいら絆フェス～感じる（^^）
つながる（^^）助けあう＼（^^）／～

高齢・障がい・妊婦体験、パラソル
カフェ、謎ときスタンプラリー等 金ケ作自治会館（金ケ作362） 常盤平☎330－6150

3/16㈯14:00～16:00
（予定）

自慢できるまち 六実六高台地区！
～ここで仲間を見つけよう～

地域で活動している団体を知って、
仲間を見つける 六実市民センター 六実六高台☎383－0100

3/17㈰13:00～16:00 坂川防災まつり 地域の水害などの歴史を学び、防災
講習を体験（防災グッズの景品あり）古ケ崎市民センター 明第2西☎382－5707

　地域で生活する全ての人が、それぞれの立場や世代を超えてつながり、
共に支え合える地域づくりを目指し、地域づくりフォーラムを開催します。
　それぞれの地区ごとに実行委員が協議を重ね、個性豊かな企画がそろい
ました。ぜひご参加ください。

　弁護士による障害者虐待防
止法および障害者差別解消法
を学ぶ講演と、シンガー・ソン
グライターの立

たて

木
き

早
さ

絵
え

氏によ
るトーク＆コンサートを通し
て、「障がい」に対する理解を
深めませんか。

日時2月23日㈯14時～16時（13時30分開場）　会場流通経済大学
新松戸キャンパス講堂（JR新松戸駅下車）  定員先着700人　※来
場者多数の場合は入場制限あり。　費用無料　※手話通訳・要約筆
記あり。　※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
 当日会場で　※障がいを理由とした座席などの配慮を必要とす
る人は、2月15日㈮までに障害福祉課（☎366－7348、 366－
7613）にご連絡ください。

　6月16日㈰まで開催中の展覧会「プリンス・トクガワ　華麗なる人脈」
の見どころや、収蔵資料について同館館長が解説します。
日時2月9日㈯・16日㈯各13時30分から（30分程度）　費用同館入館料

　地元町会の皆さんが作った戸定さくら
雛と戸定邸敷地内の竹を組み合わせた
インスタレーション（即興展示）です。
日時2月16日㈯～3月3日㈰各9時30分
～16時30分（最終日は16時まで）　会場
戸定邸表座敷棟　費用戸定邸入館料

2月24日㈰までの土・日曜、祝日①13時30分、14時30分（各
回20分）②10時30分（文字解説付き）、15時30分（各回40分）
内容①子ども向けのやさしい星のお話と星座にまつわるお話
②日本でも古くから親しまれてきた“すばる”についてご紹介
定員各回先着80人　費用50円（65歳以上、中学生以下、障害
者手帳等を持つ人とその人1人につき付き添いの人1人は無料。
年齢を確認できる物の提示が必要）
 投影開始30分前から、同館2階（☎368－1237）で受け付け

会場松戸観光案内所　講師㈱CA Tech Kidsスタッフ　対象両日参加
可能でマウス操作ができる市内在住の小学4年～6年生　
定員20人（抽選）　持ち物昼食、飲み物　費用無料
 2月4日㈪までに、市ホームページで
 問文化観光国際課☎366－7327

2月9日㈯・10日㈰ 各10時～16時

①キッズ＆ジュニアアワー
　「オリオンとアルテミスのおはなし」
②一般投影「星は、すばる。」

2月の番組

楽しみながら知ろう！

 問戸定歴史館☎362－2050

障害者権利擁護講演会・
トーク＆コンサート

© Cygames, Inc.

ゲストに
立木早絵氏

市ホームページ
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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



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

第1～4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 商工振興課

☎711－6377
経営相談（起業を含む）

（予約制） 平日 9:00～17:00 松戸商工会議所
会館

松戸商工会議所
☎364－3111

若者の就労相談
（予約制）

毎週火～土
（祝日休み） 9:30～17:00 松戸商工会議所

別館
まつどサポステ
☎703－8301

無料職業
紹介所

65歳以上
平日 9:00～17:00★

（社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館1階）☎365－4712

65歳未満 （社福）松戸市社会福祉協議会
（市役所本館3階）☎366－0077

生活困窮者相談 平日 9:00～17:00 松戸市自立相談支援センター
（市役所本館3階）☎366－0077

就学・教育相談（予約制） 平日 8:30～17:00 教育研究所（予約専用）☎366－7600

青少年相談 電話 平日 9:00～17:00 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
（電話相談） 第1・3金 17:30～20:30

まつど女性就労・両立支援
相談（第2木は起業相談も） 毎週火・木 10:00～15:00 ゆうまつど（2階） 男女共同参画課

☎364－8778

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
市政相談・一般民事相談 平日 8:30～17:00★

市役所本館2階相談コー
ナー☎366－1162

※最終受付は、各相談の
終了時間のおおむね30
分前
※法律相談は、裁判中
や調停中の事件は相談
できません

※不動産・登記相談の
予約は、相談日の1カ月
前から前日の17時まで
※税務相談の予約は、
相談日の1カ月前から
前 日々の17時まで

一般民事相談専用
（広報広聴課
広聴担当室）
☎366－7319

※一般民事相談は
金銭・身の上・相続・
離婚・家庭問題等
の簡単な法解釈を
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時から17時）

法律相談
（随時予約）

第1月   9:00～12:00
第3・4月
第1～4火・木 13:00～17:00

交通事故相談 毎週月・火・木 9:00～17:00★
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4月 13:00～16:00
行政書士相談（予約制） 第1月 13:00～16:00
不動産相談（予約制） 第1～4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

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

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4水

10:00～15:00★

東部支所
第1金 新松戸市民センター
第2金 ふれあい22
第1火 六実支所
第1木 小金原市民センター

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
風の丘☎375－8447

◆松戸市特別支援学級合同学芸
発表会
2/2㈯12:00
河原塚中学校・泉

せん

水
すい

☎391－
6161
◆ふるさと民謡民舞25周年静

しず

乃
の

会発表会
2/10㈰10:00
同会・仲野☎362－8447

◆柏
はく

陽
よう

幼稚園音楽会
2/11㈷13:00
同園☎04－7145－0509

◆松戸市福祉大会
2/17㈰13:00
（社福）松戸市社会福祉協議会
☎368－0503
◆高木幼稚園音楽会
2/23㈯10:05
同園☎387－4809

◆歌って健康　杉山公章の歌声
コンサートin松戸市
4/12㈮13:00
会場市民劇場　費用全席自由
1,500円（当日券2,000円）
※介助を必要とする人の付添人
は1人まで半額
◆谷山浩子弾き語りコンサート
2019
4/20㈯17:30
会場小ホール　費用全席指定
5,800円、小・中学生1,000円
※学生席は Ro-Onチケット
（☎365－9960）のみ取り扱い
※未就学児は保護者の膝上で鑑
賞する場合は1人まで無料、座席
が必要な場合は有料（2/2発売）

◆松戸市子ども夢フォーラム
2/2㈯13:00
子どもわかもの課☎366－

7464
◆松戸駅前博物館1「江戸落語を
楽しむ会」
2/3㈰14:00
博物館☎384－8181

◆松戸童謡の会　童謡を歌う（月
例会）　★
2/5㈫13:55
鈴木☎343－6631

◆コンサート×おしばい「ベートー
ヴェン物語」　★
2/9㈯19:30
（一社）みむみむの森芸術文化
振興グループ☎070－5570－
7294
◆柏原奈穂門下生コンサート
2/10㈰14:00
柏原☎090－8307－3873

◆外国人日本語スピーチコンテス
ト
2/16㈯13:00
文化観光国際課☎366－7327

◆都留歌謡祭
2/20㈬10:00
妻野☎386－0159

◆秘蔵っ子カラオケ発表会
2/26㈫10:00
和田☎070－6564－5698

◆初めての①フラ②パワーヨガ
①2月の金曜10:00～10:50
②2/6㈬・20㈬・27㈬各11:00
～12:00　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
◆①ヨガ②ズンバ
①2月の金曜15:00～16:30②
2/4㈪・11㈷・18㈪各15:10～
16:00　会場柿ノ木台公園体育
館　対象18歳以上　定員各先
着30人　費用1回500円　 同
体育館☎331－1131
◆①初めてのフラ②ピラティス
①2月の土曜11:10～12:00
②2/4㈪・11㈷・18㈪各13:30
～14:30　会場常盤平体育館
対象18歳以上　定員各先着30
人　費用1回500円　 同体育
館☎386－0111

●軽スポーツ教室（カローリング
等）
2/9㈯9:00～12:00　会場北部
小学校　 星☎369－2412
●楽しい体操とカローリング教室
2/17㈰9:00～11:30　会場八
ケ崎市民センター　 西原☎
344－1025
●ファミリースポーツ教室
2/17㈰9:00～12:00　会場新
松戸西小学校　 宮崎☎346－
4327
●バドミントン教室
2/17㈰・24㈰各9:00～12:00
会場高木第二小学校　 明

みょう

道
どう

☎090－9835－1187
●グラウンド・ゴルフ教室
①2/17㈰9:00～13:00②2/24
㈰9:00～12:00　会場①新松
戸中央公園②東漸寺本堂裏広場
（駐車場使用不可）　定員②先着
50人　 ①矢野☎090－3107－
0348②堀☎344－1735

※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〕。

救急医療体制
※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

平日16時30分～翌日9時
休日と土曜 9時～翌日9時☎366－0010

テレホン案内サービス
2月16日㈯9時30分～14時〔雨天の場合は一部決行〕　会場同校校庭　内容消防訓練、
避難訓練、応急救護訓練（AED・心肺蘇生法）、起震車での地震体験、避難所マンホールト
イレの組み立て
問松戸まちづくり会議☎080－1023－0471、文化観光国際課☎366－7327

松戸本庁地区防災フェスタフェスタ
in中部小学校

日程 内容（★は有料） 開演
時間 問い合わせ先

大
ホ
ー
ル

2㈯
 i
ア イ リ ス

☆Ris&Wake Up, Girls！&
Run Girls, Run！バレンタイン
Live2019　★

14:30
18:30

インフォメーションダイヤル
☎03－5793－8878
（平日13：00～18：00）

小
ホ
ー
ル
23㈯ 松戸ホルンクラブ「月うさぎ」演奏会 13:30 水上☎050－3736－3018

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌日休館）
※駐車場は大変混雑します。電車・バスをご利用ください。
※チケットは完売している場合があります。

森のホール21　今月の催し物　　 ☎384－5050

地域のみんなで災害時の助け合いや
自分の身を守る方法を学ぼう！ 

アルファ米・
豚汁の炊き出し
もあるよ！

　正解1,127通（応募1,136通）の中から抽選を行い、
各賞の当選者に賞品を発送しました。

新春クイズ正解発表！
広報まつど1月1日号

「平成」
でした

正解
　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。たくさん
のご応募ありがとうございました。
問広報広聴課☎366－7320

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※申し込みは当日会場で。
●はスポーツ推進委員主催市民会館

☎ 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。

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。

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。
 https://www.morinohall21.com/
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日時 会場（駐車場はありません）
2/12㈫10:00～10:30 河原塚第一町会公民館
2/15㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
2/19㈫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）
2/22㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
2/22㈮11:20～11:50 根木内こども館
2/27㈬10:30～11:00 E-こどもの森 ほっとるーむ新松戸
2/28㈭10:30～11:00 矢切公民館
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～

2月7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＆まとめ　対象小学校で読み
聞かせ活動をしている人　定員先着50人
 電話で子ども読書推進センター☎331－0077へ

小学校での読み聞かせ講座 要申込

2月8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歳～3歳くらいの子と保護者

親子絵本講座

2月7日㈭・14日㈭・15日㈮・26日㈫各10時30分～11時、14時30分
～15時　会場子ども読書推進センター　対象0歳～3歳くらいの子と
保護者

小さい子のためのおはなし会

時間15時30分～16時　
対象幼児～小学生と保護者

日程 会場
2/  8㈮ 明市民センター
2/15㈮ 五香市民センター
2/19㈫ 小金原市民センター
2/20㈬ 東部スポーツパーク

日程 会場
2/22㈮ 新松戸市民センター

2/26㈫ 小金市民センター
（分館内）

市民センターおはなし会

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

◆こころの家族・当事者・ピア相談
第1・3㈯10時～15時 ふれあい22

こころの病を抱える人とその家族　※電話
（☎383－5551）でも相談可 NPO土曜
会☎090－5215－0496
●アンデルセン公園散策と周辺ハイキング
2/3㈰8時松戸駅東西連絡通路集合、

14時新京成三咲駅解散 飲み物、弁当
400円（別途交通費・入場料） 当日集

合場所で 松戸歩こう会・出
いず

原
はら

☎386－
5611（昼間のみ）
●ガールスカウト1日体験入団
2/3㈰13時～15時、2/17㈰10時～

12時 市民会館 5歳以上の女児と保
護者 各1人100円 電話でガールスカ
ウト千葉県第20団・池田☎090－8342－
2806へ
●健康体操教室 （ストレッチ、リズム体操
等） 
2/4㈪・18㈪各9時20分～10時50分
小金原体育館 50歳以上の女性 各

500円 電話で健康体操ひまわり・斉藤
☎341－0025へ
◆健康麻雀
①㈪②2/6㈬・20㈬・27㈬③㈭各12

時～17時15分 ①松飛台②六実各市民
センター③もとやま会館（新京成五香駅下
車） 1日1,000円 電話でNPOメーク・
小
こ

金
がね

谷
や

☎090－6187－5060へ
●健康体操講習会（ストレッチ、リズム体
操等）
2/5㈫・12㈫・19㈫各9時20分～10時

50分 和名ケ谷スポーツセンター 60
歳以上の女性 各先着5人 各500円
電話で健康体操コスモス・坂口☎391－
2864へ
●油絵土曜会グループ展
2/5㈫～10㈰各11時～18時（最終日

は16時まで） ゲイツインギャラリー宇
う

（松戸駅下車） モダンアート協会理事・加
藤博康氏 同会・濱野☎363－4961
●体操教室（ストレッチ、リズム体操等） 
2月の㈫13時～15時 柿ノ木台公園体

育館 50歳以上 各先着7人 電話で
活き活き体操クラブ・関☎361－2637へ

●健康体操体験教室（ストレッチ、リズム
体操等）
2月の㈬9時20分～10時50分 小金

原体育館 50歳以上の女性 各500円
電話で健康体操さざんか・田中☎341

－9711へ
●歌謡曲（最新演歌）の学習会
2/6㈬17時10分～19時10分 新松

戸市民センター 当日会場で 歌謡教室
ソング4

フ ォ ー ツ ー

＾2・新田☎345－8017
●家庭教育講座①社会に適応する力を育
てよう②子どもが嘘をつくときの親のふ
れあい
①2/7㈭②3/7㈭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
●健康体操教室（ストレッチ、リズム体操等）
2/7㈭・14㈭各14時～15時30分 東

部スポーツパーク体育館 各先着10人
各500円 電話で東部健康体操クラ

ブ・七
しち

田
だ

☎392－9477へ
◆河南環境美化の会創立20周年記念植樹
（神

じん

代
だい

曙
あけぼの

 桜）
2/8㈮9時～10時〔小雨決行〕 国分川

高
たか

坏
つき

橋
ばし

脇（紙敷542地先） 同会・高橋☎
391－6844
◆パソコンお困り解決相談会
第2～4㈮13時30分～15時30分 コ

ミュニティサロン胡
く る み

桃（JR新松戸駅下車）
各先着5人 各500円 電話でぱそこ

ん119☎090－4428－8931へ
◆馬橋健康フェスタ2019 
2/10㈰9時30分～14時 第三中学校
講演会、体操、子ども自転車競技他

松戸市町会・自治会連合会馬橋地区会・
恩田☎090－5542－1232
◆まつど発達支援フェア
2/10㈰13時～16時 ふれあい22

ミニコンサート、体験型ワークショップ、ブ
ロック玩具、展示等 NPO子ども子育て・
発達支援研究会☎070－6555－2295
●健康麻雀体験会
2/13㈬10時～16時 松戸駅周辺の

麻雀店 1,500円 健康麻雀サークル笑
え

心
ごころ

・鈴木☎080－6566－5260

◆税理士税務無料相談会
2/14㈭・28㈭、3/14㈭各10時～15

時 松戸商工会議所 電話で千葉県税理
士会松戸支部☎366－2174へ　
●話すのが楽しくなる「見学体験」〔全2回〕
2/14㈭・28㈭各18時10分～20時30

分 市民会館 筆記用具 500円 電
話で実践話し方研究会・田中☎090－
4374－3931（昼間のみ）へ
●囲碁大会（級位者）
2/16㈯10時～16時 日本棋院松戸

生涯学習支部（新京成五香駅下車） 男性
1,000円、女性800円 電話で同支部入
門サークル・岩島☎388－3022（昼間の
み）へ
●健康体操ポルカ体験教室
2/18㈪14時～15時30分 新松戸市

民センター 50歳以上の女性 先着10
人 500円 電話で同教室・小柴☎342
－4524（午前中のみ）へ
◆防災講座「帰宅困難になってしまったら…」
2/20㈬14時～15時 避難者交流サロ

ン黄色いハンカチ（JR北小金駅下車）
先着10人 200円 電話で東日本大震
災復興支援松戸・東北交流プロジェクト☎
710－5519（平日10時～16時）へ
◆「一芸と川の歌コンサート」一芸参加者
募集（出演時間10分）
3/1㈮13時から 市民劇場 落語、

舞踊、手品、歌唱、朗読、演奏等 電話
で川いい会・阿部☎343－5463へ
◆老後の安心講座「人生の終盤を前向き
に生きるために」
3/2㈯10時～16時 松戸商工会議所

（松戸駅下車） 市内在住・在勤 先着20
人 500円 2/25㈪までに、FAXで認定
NPO東葛市民後見人の会松戸支部・上野
368－0488へ

●編み物とパッチワークキルト初心者講
習会〔各全3回〕
①2/21㈭・28㈭、3/14㈭②2/22㈮、

3/1㈮・15㈮各10時～12時 ①小金原
②常盤平各市民センター かぎ針編みベ
ストまたはパッチワークキルトの手提げと
コインケース 要問い合わせ 各3,000
円 電話で松戸生活文化協会・宮本☎
090－7829－9474へ
●松戸市パークゴルフ大会
2/23㈯8時30分～12時30分（午後フ

リー） オスカー船橋パークゴルフ場（船
橋市） 36ホールストロークプレー 10
歳以上 1,700円（オスカー会員1,600
円） 電話で松戸市パークゴルフ協会・川
田☎090－2148－0017へ
●市民ボウリング大会
2/24㈰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） 個人4ゲーム 小学生以上 先着
56人 2,500円（高校生以下2,000円）
2/12㈫までに、費用を添えて市内各ボ

ウリング場へ 松戸市ボウリング協会・上
田☎090－3207－4623
◆新松戸健康体操教室〔全2回〕
3/6㈬・20㈬各10時～11時15分 新

松戸中央総合病院（JR新松戸駅下車）
70歳未満 先着20人 電話で同病院地
域医療推進室☎345－1111へ
●小金オープンスクール①篆

てん

刻
こく

講座（初
心者～経験者）②ビオトープ講座「多様な
生物を育む春のビオトープ」
3/23㈯①10時～12時②13時～17時
小金高校 ①800円②300円（高校生

以下はいずれも200円引き） 3/10㈰ま
でに、電話で同スクール・室

むろ

崎
さき

☎080－
4131－0850へ

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）  ※記載がないものは無料　 …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）

●松戸児童合唱団
㈯14時～17時 市民会館 3歳～

高校生 5,000円 2,000円 松本
☎080－3644－1710

◆健康体操わかば
㈫9時20分～10時50分 青少年会

館 2,000円 1,000円 森☎346
－4315

図書館の貸出数の上限変更と
延滞者等への利用制限が始まりました

問図書館☎365－5115

● 貸出数の上限が20点（うちCD・カセットは3点）に、期間延長は1回までになりました
● 次の人等は、新規の貸出・予約（リクエスト含む）不可、貸出期間の延長不可になり
ました　①返却期限日の翌日から14日以上経過して
も返却しない人②賠償届提出日から28日以上経過し
ても賠償しない人　※該当資料を返却または賠償完了
後、制限が解除されます。

　小・中学生の合唱・吹奏楽演奏、
工作、ゲーム、駄菓子・おにぎり販売、
喫茶等、中学生も運営に参加する子
ども中心のおまつりです。
日時2月23日㈯10時～14時　
会場古ケ崎市民センター　
問明第2西地区社会福祉協議会☎367－7727

あきらこどもまつり

皆さんが気持ちよく図書
館を利用できるよう、ご理
解・ご協力をお願いします
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　市内でダンスやバンド活動に励む若者たちの発表会を開催！ゲストとしてプロのパフォー
マンスや演奏もあります。
日時2月24日㈰14時～18時（13時開場）　会場市民劇場　出演C

キ ャ ン デ ィ ー

andy G
ガ ー ル ズ

irls（第17回全
日本チアダンス選手権4位）、松戸国際高校ダンス部、松戸馬橋高校ダンス同好会、市立松
戸高校軽音楽部、専修大学松戸高校フォークソング同好会　ゲストBMX世界チャンピオン・
池田貴広氏、ロックバンド・R

ル ー キ ー ス

OOKiEZ i
イズ

s P
パ ン ク ト

UNK'D他　定員一般＝先着122人、高校生以下
＝先着100人　入場料2,000円（高校生以下無料）

2月3日㈰12時から、直接スタジオダグアウト2〔根本6の5山和根本ビル2階、☎718－
2633（申し込み、問い合わせ共に12時～22時）〕へ

日時2月10日㈰14時開演（13時30分開場）　会場同公
園マグノリアハウス　演奏者永

な が

見
み

智
と も

（トロンボーン）、
清水初

は つ

海
み

（ピアノ）　曲目歌劇『トゥーランドット』より『誰
も寝てはならぬ』、ミュージカル『ウエストサイドストーリー』
より『マリア』『トゥナイト』他　定員先着70人　費用無料
問公園緑地課☎366－7380
　同公園管理センター☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

①パーソナルカラー講座＝似合う色を知り、自分の魅力を今以上にUP！
②婚活パーティー＝①パーソナルカラー講座の知識を活かした婚活パーティー。じっくり自己紹
介タイム、美味しいパーティーフードとトークタイムで素敵な出逢いを♪告白タイムあり
日時3月①15日㈮19時～21時②21日㈷12時30分～16時　会場松戸駅から徒歩圏内の公
共施設　対象28歳から45歳までの独身で、市内在住・在勤、または将来松戸市に転入予定
の人　※①のみの参加は不可、両日参加できる人優先。　定員男女各21人（抽選）　費用男
性3,500円、女性3,000円
 2月17日㈰までに、電子申請サービスまたはEメールに件名「カラー婚活」、本
文に住所・氏名（ふりがな）・性別・生年月日・年齢・昼間連絡可能な電話番号・参
加する日（①②両方または②のみ）を記入して、青少年会館 mckozas@city.
matsudo.chiba.jp（☎344－8556）へ　※上記アドレスからのメールを受信で
きるように設定してください。　※参加者本人による申し込みに限ります。

市内で活動するバンドによるプレイベントを開催
2月17日㈰ 12時～14時30分　会場松戸駅西口デッキステージ　費用無料

松戸市制施行75周年記念

縁結びサポート事業

ミンナノヒカリ～翼～

マグノリア・コンサート

恋は何色？自分を魅
み

せる！
カラー婚活〔全2回〕要申込

要申込

高校生以下

無料！

清水初海氏永見智氏

東 松 戸 ゆ い の 花 公 園

市内在住の新婚カップル（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（本人のみ）、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

2017（平成29）年12月生
いつもご機嫌な大ちゃん。
お兄ちゃんと仲良く、大きく
なってね！

2018（平成30）年10月生
笑顔になった一瞬をパチリ！
いつまでも元気でいてね！
あやかの成長が楽しみだよ！

2017（平成29）年10月生
あっという間の1年でした。
これからも笑顔を振りまい
てみんなを幸せにしてね。

ドミニカ共和国×松戸市×ルーマニア

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081
   （公財）松戸市国際交流協会☎366－7310

ワンポイント会話 「がんばってください」

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、市はド
ミニカ共和国とルーマニアのホストタウンに登録されています。
　ドミニカ共和国とルーマニアの文化や言語等を紹介します。
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※ドミニカ共和国の公用語は、スペイン語です。
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スポーツ

　19世紀後半にアメリカ
合衆国から野球が伝えら
れ、世界屈指の野球大国
になりました。 現在、 メ
ジャーリーグ在籍の出身選

手数はアメリカ合衆国
に次ぐ第2位です。

　女子テニスのシモナ・ハレ
プ選手が、2017（平成29）
年から2年連続で女子シング
ルス年間世界ランク1位を手
にしました。東京2020大会
でのメダル獲得が大いに
期待される選手です。

ルーマニアドミニカ共和国
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電子申請
サービス

　2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催まで
あと1年半となりました。「オリンピック」というと、NHK
大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺

ばなし

～」の放送が
1月から始まりました。物語は、日本が初めてオリンピッ
クに参加した1912年のストックホルム大会から1964年
の東京大会開催までの変遷を描く内容で、松戸市出身
の俳優・阿部サダヲさんが主役の一人である、日本にオ
リンピックを招致した田

た

畑
ば た

政
ま さ

治
じ

役を演じています。松戸
市にゆかりのある阿部サダヲさんをみんなで応援しま
しょう。
　先月、ウィルチェアーラグビー（車いすラグビー）世界
選手権金メダリストの羽

は

賀
が

理
ま さ

之
ゆ き

選手らによる講演会が第
五中学校で行われました。講演会の最後に生徒が車い
す同士のタックルを体験し、ウィルチェアーラグビーの迫
力と面白さを体感しました。
　松戸市は、2020年東京大会でルーマニアとドミニカ
共和国のホストタウンとなっていますが、ルーマニアか
ら、陸上中距離代表候補のクラウディア・ボボーチャ選
手を七草マラソンに招待しました。第四中学校の生徒が、
ボボーチャ選手にルーマニアの国旗をモチーフにして制
作したゴールテープを披露したり、英語で市内の観光地
を紹介したりするなど、交流を深めました。武士が身に
着ける甲

か っ

冑
ちゅう

を着て戸定邸庭園を散策し、日本の文化も体
験してもらいました。
　ドミニカ共和国とはスポーツ以外での交流も深めてい
ます。先月、バルカセル青年大臣が第一中学校を視察し、
授業を見学するとともに、生徒たちと給食を食べながら
歓談しました。また、昨年、市からドミニカ共和国へ送っ
た梨の苗が順調に育てば2020年東京大会の季節に初
めて実をつけます。「友好の梨」が元気に育つことを願っ
ています。
　この他、松戸市では聖火リレーの誘致にも取り組んで
います。市内を聖火ランナーが走ることになれば、市民
の皆さんの心の中に、いつまでも良い思い出として残る
と思います。
　2020年東京大会に向けたおもてなしの準備と交流を
進め、オリンピック・パラリンピックを盛り上げていきま
しょう。

東京オリンピック・パラリンピック
を盛り上げよう

　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
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人口と世帯 〔2019（平成31）年1月1日現在〕 〔　　〕内は前月比

※2015（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 490,875 人 〔 38 〕 男 243,716 人〔 77〕
世帯 226,481 世帯 〔 132 〕 女 247,159 人〔 △ 39〕

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。
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