●3 / 24㈰・30㈯、4 / 7㈰は市民課窓口を開設
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●3月は子どもを見守るパトロール強化月間

5

●3 / 2㈯・3㈰は
「松戸宿坂川河津桜まつり」 8
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市民活動特集
「地域に広がる学びの輪」
を折り込んでいます
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松戸モリヒロフェスタ

和太鼓

緑豊かな広大な自然と

日本伝統音楽のコラボレーション

の

公演
観覧無料
申込不要

3月17日㈰ 9時30分開演（9時開場）

会場 21世紀の森と広場 千駄堀池のほとり

※雨天の場合は、森のホール21大ホールで10時30分開演（10時開場）
特別出演 三宅島芸能同志会

今年で5回目の開催となる「和太鼓の公演 」
。三宅島芸能同志会が特別出
演する他、全国から13団体が出演します。緑豊かな広大な自然と日本の伝
統音楽・和太鼓のコラボレーションを、ぜひお楽しみください。
子どもが楽しめる縁日の屋台や森のこども館ブースもありま
す。詳細は市ホームページをご覧ください。
問 21世紀の森と広場管理事務所☎345－8900
市ホームページ

出演者

なぎ

同日開催 和太鼓を介して「自然・文化・歴史 」が一度に楽しめます！

ユーシーエル
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世界中から集められた異なる形と素材の太鼓
44点と映像をお楽しみください。

鼓童 交流公演2019

時間 17時開演（16時30分開場 ）
会場 森のホール21小ホール
費用 全席指定3,000円 ※未就学児入場不可。
Ⓒ Takashi
問 森のホール21チケットセンター☎384－3331
（10時～19時、
月曜休館、
祝日の場合は開館し翌日休館）

Okamoto

会期3月9日㈯ ～24日㈰ 会場博物館
開館時間 9時30分 ～17時（入館は16時30分まで）
休館日月曜 費用無料（3月17日㈰は全館無料 ）
展示解説会 3月17日㈰14時15分、16時15分
（各30分）
問同館☎384－8181

松戸市パスポートセンター 3月18日㈪オープン
Matsudo City Passport Center

千葉県からの権限移譲を受け、3月18日㈪からパスポートの申請・
交付業務を「松戸市パスポートセンター」で開始します。

キ
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マ

問市民課旅券事務担当室☎711－6277
ツ

所要日数
9日
9日
7日

※日数に土・日曜、祝・休日、年末年始
は含みません。

パスポートの申請に必要な書類、受け取り方法等の詳細
は、市ホームページをご覧ください。
市ホームページ

ド

所在地松戸1307の1 Kite Mite Matsudo 9階（旧伊勢丹松戸店 ）
※同センターはKite Mite Matsudoのオープンに先行して開所します。
パスポート申請受付・交付時間月曜～土曜9時～16時30分 ※土曜は交付のみ。
休所日日曜、祝・休日、施設休館日、年末年始（12月29日～1月3日 ）
対象県内に住民登録をしている人
パスポートの申請から交付までの所要日数
区分
新規
記載事項変更
査証欄の増補

検索

ウ

日本の太鼓・世界の太鼓展

企画展

身体まるごとで感じる和太鼓の響き！

きょうらんかい

太鼓部、和太鼓凪、和太鼓打込集団郷嵐會、USAGI＆
UCL、和太鼓楔、大江戸助六流太鼓菖友會、松戸つづ
み連、御陣屋太鼓を守る会、専大松戸和太鼓の会、若風
エイサー隊、小金原9丁目太鼓
ご

か ら だ

松戸市パスポートセンター

こ ぐ み

出演団体（順不同）八千代高校鼓組、南多摩中等教育学校

東葛飾旅券事務所（ちばぎん松戸
ビル3階）
での申請は3月15日㈮で終了
します。同事務所で申請したパスポー
トを、新しいセンターで受け取ること
はできませんのでご注意ください。

●広報まつど

2019（平成31）年3月1日

3月1日㈮〜7日㈭

4月7日㈰は千葉県議会議員
一般選挙の投票日です
投票日当日に投票所に行けない人は、期日前投票をご利用く
ださい。
投票所の地図等の詳細は、市ホームページをご覧ください。
投票日時4月7日㈰7時〜20時
告示日3月29日㈮
期日前投票期間3月30日㈯〜4月6日㈯
市選挙管理委員会事務局☎366−7386
市ホームページ

春の火災予防運動
消防局予防課☎363−1114

千葉県明るい
選挙シンボル
キャラクター
「せんきょ君 」

運動公園野球場・体育館競技場の
専用使用料を4月1日㈪支払い分から
改定します
スポーツ課☎703−0601
①野球場（2時間）
一般団体5,500円
小・中学生等の団体（例：スポーツ
少年団）
1,830円
野球場電光掲示板（付帯設備）
1,080円

②体育館競技場（2時間）
９時〜17時
一般団体5,860円
小・中学生等の団体1,950円
17時〜21時
一般団体8,790円
小・中学生等の団体2,930円

※市外団体は倍額。②は半面使用の場合は半額。使用時間
を超過した場合は、1時間につき使用料の3割に相当する金
額を加算。
※詳細はスポーツ課にお問い合わせいただくか、市ホーム
ページをご覧ください。

2018（平成30）
年度全国統一防火標語

「忘れてない？サイフにスマホに火の確認 」
2018（平成30）年中の火災件数は113件で、主な原因は「放火 「
」こん
ろ」
「たばこ」でした。建物火災が火災全体の約70%、車両火災は約9%、
その他火災は約21%を占めています。
火災発生件数

3月・4月は、就職・転勤・入学などで住所を変更する人が最も多い時期
です。混雑解消と平日に手続きできない人のため、市民課窓口を臨時開
設します。
開設時間9〜17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。
市民課☎366−7340

平成30年

平成30年 平成29年
建物

79件

68件

平成29年

1位 放火

17件 放火

22件
20件

車両

10件

6件

2位 こんろ

16件 たばこ

その他

24件

29件

3位 たばこ

11件 放火の疑い 13件

総件数

113件

１03件

火災から命を守るために
家や事業所の周りは整理整頓し、燃えやすい物を屋外に置かな
いようにしましょう。自転車カバー等には防炎製品を使用しましょう。
こんろ「調理中にその場を離れない」
「こんろは定期的に清掃をする」
習慣をつけましょう
たばこ 灰皿は水を張って使用し、完全に消火しましょう。
「灰皿に吸い
殻を溜めない」
「ポイ捨てをしない」
等のマナーを守りましょう。
放火

住宅用火災警報器キャンペーン

市ホームページ

3月24日㈰・30日㈯、4月7日㈰に
市民課窓口を臨時開設します

主な火災原因

を実施します

3月1日㈮ 10時〜11時30分
（先
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
り付
着約30人にプレゼントあり）
、住宅用火災警報器の取り付
けが困難な高齢者世帯等への取り付け支援の受け付け等
等
松戸市防火協会事務局（消防局予防課内）
☎363−1114

10年たったら
とりカエル

白井聖地公園行き
季節バスを運行します
運行日3月21日㈷・23日㈯・24日㈰ 所要時間片道約40分
運行区間五香駅西口〜旧六高台病院〜六実駅入口〜白井聖地公園

生ごみリサイクル始めませんか？

五香駅西口行き（復路 ）
六実駅
入口
490円

停留所
運賃

運賃

10 40

00 30
50

時刻

時刻

生ごみ処理のための①コンポスト容器②EM菌等使用容器③電気式生ごみ
処理機の購入費の一部を助成します
補助金額購入価格の①②2分の１③3分の1 補助限度額①②6,000円③
20,000円 補助回数1年度につき①2基②4基③1基まで 対象以下の全て
に該当する人 市内に住民登録がある 実際に居住している世帯主 市税
の滞納がない 堆肥化・減量化された生ごみを自己の責任で処理できる
申請に必要なもの 世帯主の氏名が記載された領収書の原本〔購入日から
1年以内のもので、金額は本体購入価格（税込み）
に限られ、メーカー・品名・
型番等が記載されていること〕 補助金を振り込むための金融機関の普通
口座番号（世帯主名義） 認め印
直接、環境業務課（☎366−7332）
または各支所へ
※申請に必要な書類は、市ホームページでダウンロードできます。

白井聖地公園行き（往路 ）
五香駅 旧六高台
停留所
西口
病院
現金
620円
540円
ICカード 618円
536円
8時
00 30 05 35
9時
10時
50
55
11時
20
25
12時
13時
40
45
14時
15時

白井聖地公園
往路区間と同額
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時

00 30
50
20
40

※子ども運賃は半額。 ※往路は乗車のみ、復路は降車のみの運行。
※運賃は前払いです。降車する停留所を告げて運賃を支払ってください。
ちばレインボーバス㈱☎0476−46−0022

ᐯᇌƠƨෞᝲᎍƴƳǔƨǊƴ

ᲢᲣ࠰ࡇৎࠊෞᝲဃȢȋǿȸѪᨼ 要申込
消費生活モニターになると、
研修等を通じて消費生活に関
する知識を習得できます。また、
県・市等が実施するアンケート
調査に協力していただきます。

2

任期委嘱日から2020（平成32）年3月31日まで（再任あり） 主な活動内容
研修会への出席〔月1回程度平日に実施。一部の研修では一時保育あり
（6カ月〜小学2年生）
〕 市内外施設見学会への参加 消費生活に関する
意見の提出 グループ研究 消費生活展への参加 アンケート調査の回
答 募集人数10人（選考） 応募要件以下の全てに該当する人 市内在住
の18歳以上 過去に市の消費生活モニターを経験していない 食料品や
生活必需品の販売に関係していない 謝礼年額上限18,000円

3月15日㈮〔必着〕までに、はがきに住所・
氏名（ふりがな）
・性別・年齢・電話番号・職
業・加盟団体（加入している人のみ）
・興味が
ある分野・応募動機・一時保育を希望する人
は子どもの年齢・月齢を記入して、〒271−
8588松 戸 市 役 所 消 費 生 活 課（☎ 366−
7329）
モニター係へ

千葉県内にインフルエンザ警報が発令中です。手洗い・うがいなどをしっかり行い、予防に努めましょう。

●広報まつど

掲
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お知らせ
3/1㈮から国民健康保険に関するお問い
合わせの専用ダイヤルを設置しました
同専用ダイヤル☎712−0141
高齢者の居場所や介護予防活動を行う、
住民主体の通いの場「元気応援くらぶ」
が 7カ所増えました
市内54カ所になった「元気応援くらぶ」
を、地域交流の場や自分に合った活動の
機会としてぜひご利用ください 高齢者
支援課地域包括ケア推進担当室☎366−
7343、 366−0991
2019（平成31）年度版「家庭ごみの分け
方出し方 」のチラシを3/15㈮の新聞に
折り込みます
市役所、各支所・市民センター、行政
サービスセンターでも配 布しています
環境業務課☎366−7333
小・中学校特別支援学級での就学相談は
教育研究所へ
2019（平成31）年度新規開設校
知的障害
第二中学校、北部・矢切各小学校 自閉
症・情緒障害中部・南部・常盤平第一・
常盤平第三・栗ケ沢・六実・八ケ崎・寒
風台・和名ケ谷・牧野原・松飛台第二各
小学校 自閉症・情緒障害通級指導教室
中部・高木各小学校 教育研究所☎ 366
−7600
①おやこDE広場ふれあい22②子ども発
達センター通園施設の非常勤職員募集
勤務日時 ① ㈪〜㈯ 週 3日〜4日9時 30分
〜16時30分②平日週4日8時30分〜16
時30分（休憩45分を含む）業務内容 ①子
の見守り、子育て相談 ②障がい児の療育・
医療的ケア 応募資格 ①保育士②看護師
募集人数 各1人 時給 ①1,270円②1,800円
（共に別途交通費支給） ふれあい22☎
383−8803
第一中学校みらい分校（夜間中学）のス
クールアシスタント
（校務補助）
登録者募集
勤務日時 平日16時45分〜21時15分
勤務場所 同校（旧古ケ崎南小学校 ）時給
900円（ 別途交通費支給）選考方法 書類
選考・面接 ※登録の有効期限は履歴書
提出日から1年間 履歴書を直接または
郵送で〒271−8588松戸市根本356京葉
ガスF松戸ビル5階 松戸市教育委員会教
育企画課（☎366−7455）
へ
小学校英語インストラクター募集
採用期間 4月〜2020（平成32）年3月
勤務日時 平 日（長 期 休 業 期 間を除く）1

日6時 間 30分（休 憩 時 間 45分 を含 む）
勤務場所 市 立小学校 応募資格 英語教員
免許または英語指導者資格等 ※面接あ
り 募集人数 若干名 時給 1,470円（別途交
通費支給） 3/8㈮までに、電話で指導課
☎366−7458へ

板

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
…費用（記載がないものは無料）
…申し込み先
…問い合わせ先

に事務所がある青少年の人材育成を目的
とする自然科学・社会科学の研究機関等
交付助成年額 10万円 5/8㈬
〔必着〕
まで
に、所定の申込書類を直接または郵送で
〒271−0064松戸市上本郷167イワブチ
㈱内 （公財）
光奨学会（☎368−3356）
へ
松戸市こどもモニター募集
委嘱期間 4/1〜2020（H32）
/3/31
活動内容 こども祭り、 鳥取県倉吉市と
の交流、子ども夢フォーラムでの発表等
応募要件 4月に小学 6 年 生になる人
募集人数 5人 程 度 3/15 ㈮までに、所
定の申込書類を直接子どもわかもの課
へ ※申
（☎366−7464、 366−7473）
込書類は同課で配布する他、市ホーム
ページでダウンロードできます
生活カタログ（市民便利帳 ）に掲載する
買い物の配達・宅配サービス提供事業者
（店舗 ）
募集
市内に店舗があり、購入または電話・
FAX、
インターネットで注文した商品を宅
配することができる事業者 3/15㈮まで
に、所定の申込書類をFAXまたはEメール
で高齢者支援課地域包括ケア推進担当
室 366−0991、 mckaigoyobou@
city.matsudo.chiba.jp（☎ 366−7343）
へ ※申込書類は同課で配布する他、市
ホームページでダウンロードできます
平成31年度あ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あき地の所
有者等に、市に登録した雑草刈り取り業
者を紹介しています ※個別に刈り取り
依頼者の紹介はしません 3/15㈮まで
に、申出書（環境保全課で配布）
を直接同
課（☎366−7336）へ

さわやかヨガ教室
3/7㈭・21㈷・28 ㈭ 各 10時〜11時
東部市民センター 高校生以上 各先
着30人 各800円 電話で同センター
☎391−3701へ

〜16 ㈯ FⅠナ イ タ ー 場外開催 3/1 ㈮〜
3 ㈰ 玉 野 記 念（GⅢ）
、3/4㈪〜6㈬ 別 府
（FⅠ）
、3/7 ㈭〜10 ㈰ 松 山 記 念（GⅢ）
、
3/8㈮〜10㈰ い わ き 平（FⅠナイター）
、
3/12 ㈫〜14 ㈭ 高 松（FⅠ）
、3/15 ㈮〜
17㈰防府国際自転車競技場支援（GⅢ）
、
3/21㈷〜24㈰ 大 垣 ウィナ ーズ カップ
（GⅡ） 公営競技事務所☎362−2181

講座・講演・催し
市民会館プラネタリウム室（NAOKO
SPACE PLANETARIUM）3月の番組①
一般投影「宇宙の技術 大活躍」②キッズ
＆ジュニアアワー「ふたご座のおはなし」
3月の㈯ ㈰ ㈷ ①10時30分（文字解説
付き）
、15時30分（各回40分）②13時30
分、14時30分（各回20分） 各回先着80
人 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

松戸市ご長寿ハッピーコンテスト実行委
員募集
市内在住の60歳以上 3/15㈮〔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
スト実行委員会事務局（☎366−7484）
へ

2018（ 平成30）年度手賀沼ポスターコ
ンクール巡回展示
最優秀賞・優秀賞を受賞した12作品と
市内小・中学校から応募された12作品の
展示会を開催します 3/4㈪12時〜3/8
㈮12時まで（開庁時のみ） 市役所1階連
絡通路 環境保全課☎366−7337

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
①10人②6人 給付月額 ①1万5千円②3
万円（共に返済不要）研究機関= 県内

住宅リフォーム①相談②市民講座
3/9㈯ ① 10時〜13時、14時〜16時
②13時〜14時 八柱市民センター 松
戸住宅リフォーム相談員協議会☎365−
5252

…持ち物

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ」
3/7㈭ 11時〜11時 30分 ふれあい
、德川眞弓
22 演奏者 日向野のりえ氏（歌）
氏（ピアノ） ふれあい22☎383−0022

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 3/15㈮10時〜10時30分 串崎
公園（串崎南町305）
、あべりあ公園（常
盤平3の22の1） 各先着100人 市民
安全課☎366−7285

（公社 ）松戸市シルバー人材センター臨
時入会説明会
①3/8㈮②3/25㈪各10時から ①市
民会館②六実市民センター 軽易な就業
を希望する市内在住の60歳以上 （公
社）松戸市シルバー人材センター☎330−
5005

野鳥観察会（江戸川ふれあい松戸川）
3/16㈯7時50分松戸駅東口デッキ上
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
松戸みどりと花の基金
合場所で （公財 ）
☎710−2851

子ども向けプログラミング教室「コー
ダー道場まつど」
3/9㈯14時〜16時30分 松戸観光案
内所2階 マウス操作ができる小学生（要
保護者同伴） 先着10人 ノートパソコ
ン（貸し出しあり） Code for Matsudo
ホームページで 文化観光国際課☎366
−7327

聴覚障害者の住みやすいまちづくり
フォーラム
3/17㈰9時15分から 市民会館 松
戸市手話言語条例の制定に向けた意見交
換（申し込み不要 ） 障害福祉課☎366−
7348、 366−7613

箏受贈記念「徳川昭武ゆかりの箏のコン
サート」
3/10㈰13時〜13時40分、14時30分
〜15時10分 戸定邸表座敷棟 演奏者 寺
井結子氏、福田恭子氏 戸定歴史館・戸
定邸共通入館料等（申し込み不要） 同館
☎362−2050
おもちゃの病院
3/12㈫ 10時 30分〜13時 小 金 市
民センター 先着20人 電話で 同セン
ター☎343−8641へ

3月の松戸競輪開催日程
本場開催 3/1 ㈮ FⅡナ イ タ ー、3/14 ㈭

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。
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市長室ギャラリーを公開します
松戸美術会、松戸華道協会等の協力に
より、市長室に展示している市民の皆さ
んの絵画、書道作品、生け花を公開しま
す 3/12㈫12時〜15時 市役所新館
5階市長室 秘書課☎366−7303
がん患者・家族「緩和ケア教室」
3/12㈫14時〜15時（13時45開場）
総合医療センター8階特別カンファレン
ス室 人生会議について 先着15人
同センターがん診療対策室☎712−2511
（内線1025）
ふれあい教室「朗読をきくかい」
3/13㈬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
古民家「旧齋藤邸」造形講座〜絵筆を使
わずに絵を制作しよう！〜
3/14㈭10時30分旧齋藤邸集合、15
時解散 コラージュ・霧吹き等の技法を
使って絵を制作 日本画家・泉晴 行氏
先着15人 昼食・飲み物 3/11㈪ま
でに、電話で社会教育課☎366−7462へ
NPO・市民活動よろず相談室「無料で
簡単に作れる！WEBサイトのはじめ方」
3/20㈬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 市民活動やNPO活動をし
ている人 先着15人 ノートパソコン
電話またはEメールで同センター☎365
−5522、 hai̲saposen@matsudosc.comへ

健康福祉政策課☎704−0055

松戸市出身の落語家・月の家小圓鏡師匠
による早春ふるさと落語独演会
3/24㈰ 15時 45分〜17時 15分 常
盤平市民センター 先着150人 600円
（小学生以下無料） 電話で 同センター
☎387−2529へ
消費税軽減税率対策・キャッシュレス導
入セミナー「消費税率の引き上げに伴っ
て準備しておくべきこと〜レジやキャッ
シュレス端末の導入から売り上げアップ
につながる話〜」
3/26㈫14時〜16時15分 松戸商工
会議所 5階大会議室（松戸駅下車 ） IT
コーディネーター・野中栄一氏 先着100
人 3/22㈮までに、電話で松戸商工会
議所☎364−3111へ
栗山の桜と里見公園の桜を訪ねる
3/30㈯9時30分北総線矢切駅駅前広
場集合、12時30分ごろ現地解散 コース
水上勉旧居跡、栗山配水塔、栗山古墳跡、
日枝神社、本久寺、天満宮、総寧寺、里
見公園 先着30人 200円 3/10㈰
までに、往復はがきに住所・氏名・電話番
号・返信用宛名を記入して〒271−0092
松戸市松戸1874 （一社）松戸市観光協会
松戸探検隊ひみつ堂「栗山の桜 」係（☎
727−7825、㈪を除く10時〜17時）へ
ペク先生の韓国語講座①中級②初級
〔各全3回〕
4/8㈪・22㈪・29㈷各①13時30時〜
14時30分②14時55分〜15時55分 明
市民センター 各先着15人 各2,000円
電話で同センター☎368−6700ヘ
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

会議
教育委員会会議
3/7㈭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
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ᎊʴᅦᅍǻȳǿȸǯȩȖѣƷ
˟ՃǛѪᨼ 要申込
クラブ名
活動日時
募集人数（先着）
①六実高柳老人福祉センター
パンフラワー
第2・4㈫10:00〜12:00
1人
詩吟
第1・3㈮13:30〜15:30
4人
書道
第2・4㈬13:00〜15:00
3人
茶道
第1㈫12:30〜16:30、第3㈫12:30〜16:30
2人
生花
第2㈭13:00〜15:00、第4㈭10:00〜12:00
3人
②常盤平老人福祉センター
華道（龍生派 ）
英語を楽しむ会
カラオケ
基礎英語

第2・4㈫ 9:30〜12:00

若干名

第1〜3㈫10:00〜12:00
毎週㈫13:00〜15:45
第2〜4㈫10:00〜12:00

3人
若干名
若干名

友禅染色
フラダンス

第1・3・5 ㈬9:30〜13:00

5人

第2・4㈬10:00〜12:00

5人

日本舞踊（坂東流 ）
茶道

毎週㈬13:00〜15:00

詩吟（神風流 ）
歌唱（カラオケ）
あじさい（カラオケ）

第1・3・5㈭10:00〜12:00

手芸（戸塚フランス刺繍 ）
民舞
社交ダンス
俳句

第1・3㈮10:00〜13:00

ギターで愉しい会
ギターで愉
陶芸
囲碁
将棋
③東部老人福祉センター
民謡
パンフラワー
手遊び

毎週㈰10:00〜12:00

10人

毎週㈬（第5を除く）9:30〜14:00

2人
若干名

毎週㈭13:00〜15:45
毎週㈮ 9:30〜12:30

4人
8人
若干名

第1・3・5㈮13:00〜16:30
毎週㈯12:30〜16:00
第4㈰13:00〜16:30

5人
男5人・女3人
若干名
5人

第1・2㈰、奇数月の第3㈰12:30〜15:30
休館日・第4㈭を除く毎日12:30〜16:30
休館日を除く毎日13:00〜16:30

若干名
若干名
10人

第2・4㈮10:00〜15:00
第1㈭10:00〜15:00
第2㈭10:00〜12:00

10人
10人
10人

対象市内在住の60歳以上 費用無料（クラブによって材料費が必要）
3月8日㈮ までに、直接または電話で 各老人福祉センター（①六実高柳☎386−3478
② 常盤平☎382−5125 ③ 東部☎392−3701④ 小金原☎344−8270 ⑤ 矢切☎368−
1508）
、⑥ 野菊野敬老ホーム☎361−1901へ（各9時〜16時、月曜休館）
クラブ名
④小金原老人福祉センター
墨絵
編み物
英会話
華道
民謡・民踊愛好会
民踊・カラオケ（演歌 ）
茶道
詩吟
書道
日舞と新舞踊
俳句
⑤矢切老人福祉センター
書道（1）
書道（2）
俳句
茶道（表千家 ）
コーラス
そろばん
詩吟（神風流 ）
かるた（楽しい百人一首 ）
陶芸（初心者 ）
フォークダンス
ハワイアンダンス
囲碁
将棋
民謡
社交ダンス
折紙
新舞踊
華道（わかば古流 ）
⑥野菊野敬老ホーム
水墨画

活動日時
第1・3・4㈫9:00〜12:00
第1〜3㈬9:00〜12:00
第1・3・4㈫13:00〜16:00
第1・3・4㈬9:00〜12:00
第1〜3㈬13:00〜16:00
第1〜3㈯13:00〜16:00
第1〜3㈭9:00〜12:00
第1〜3㈭13:00〜16:00
第1・3㈭9:00〜12:00
第1〜3㈯9:00〜12:00
第2・4㈮13:00〜16:00

10人
10人
若干名
若干名
10人
5人
6人
10人
若干名
10人
10人
若干名
若干名
若干名
若干名
6人
10人
若干名

第2・4㈮10:00〜12:00

若干名

期間1年間（パソコンは6カ月間、さをり織りは4カ月間 ） 対象市内在住の18歳以上で、障害者手帳を持っている人またはそれに準ずる
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があり、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。 ※中途失聴者・難聴者のための手話教室の対象は、障害者手帳がない場合は、両耳で100dB以
上の人。 ※ 難聴者のためのパソコン教室の対象は、両耳で60dB以上、片耳で30dB以上の人。 定員各15人程度（パソコンは各5人、
さをり織りは各 6人 ） 費用無料（別途材料費・教材費・消耗品費 ） ※すで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。
日時
第1〜4㈪ 13:00〜16:30
第1〜3㈬ 13:00〜15:00
第1・3㈬ 10:00〜12:00

パソコン・A（初級者・基本）

第2・4㈰ 10:00〜12:00

パソコン・B（初級者・活用）

第1・3㈫ 10:00〜12:00

パソコン・C（中級者・基本）

第2・4㈬ 10:00〜12:00

パソコン・D（中級者・活用）

第1・3㈪ 10:00〜12:00

パソコン・E（上級者）

第1・3㈮ 10:00〜12:00

中途失聴者・難聴者のための
手話教室

第3㈰

10:00〜12:00

創作活動

社会適応訓練

難聴者のためのパソコン教室

教室名
陶芸
生け花
水彩画
書道・A
書道・B
絵手紙
バードカービング
押し花
編物
さをり織り（A）
さをり織り（B）
墨絵

第1・3㈫
第1・3㈪
第1・3㈬
第1・3㈫
第2・4㈫
第1・3㈬
第1・3㈰
第2・4㈬
第1・3㈮
第2・4㈮
第2・4㈮
第2・4㈰

日時
14:00〜16:00
14:00〜15:30
10:00〜12:00
14:00〜15:30
10:00〜11:30
14:00〜16:00
14:00〜16:00
14:00〜16:00
13:00〜15:00
10:00〜12:00
13:00〜15:00
10:00〜12:00

スポーツ・レクリエーション その他

教室名

7人
3人
5人
8人
10人
10人
7人
10人
10人
1人
5人

第1・3㈭10:00〜12:00
第1・3㈫10:00〜12:00
第2㈬13:00〜15:00、第4㈮9:15〜12:00
第1〜4㈫13:00〜15:00
第1・3㈬9:30〜11:00
第1・3㈭13:00〜15:00
第1〜4㈬10:00〜12:00
第3㈯13:00〜15:00
第1〜5㈯9:30〜12:00
第1〜4㈬13:00〜15:00
第2・4㈮13:00〜15:00
休館日を除く毎日12:00〜16:00
休館日を除く毎日12:00〜16:00
第1〜4㈮10:00〜12:00
第1・2・4㈯13:00〜15:00
第1・3㈮13:30〜15:30
第2・4㈭10:00〜12:00
第2・4㈮13:30〜15:00

障害者福祉センターふれあい教室参加者募集 要申込

機能 リハビリ・個別
訓練 リハビリ・集団

募集人数（抽選 ）

3月6日㈬9時から、直接または
電話・FAXに講座名・住所・氏名・
生年月日・年齢・電話番号・FAX番
号・障害者手帳の番号・障がいの
種類（障害者手帳のとおりに ）
・等
級を記入して、障害者福祉センター
☎383−7111、 383−7810へ

教室名

日時

コーラス

第2・4㈪ 10:30〜12:00

フラダンス

第1・3㈪ 13:00〜15:00

車椅子レクダンス

第2㈯

卓球・親子

第1・3㈰ 13:00〜15:00

卓球・個人

第1・3㈰ 15:00〜17:00

カローリング

第2㈯

カラオケ

第1〜4㈮ 10:00〜12:00

囲碁

毎週㈮

13:00〜17:00

朗読をきくかい

第2㈬

10:00〜11:30

13:00〜16:00

10:00〜12:00

講座名

松戸地域職業訓
練センター講座
（前期）
受講者募集
要申込
3月5日㈫ 9時から、受講料を添えて直接同セ
ンター（小金原1の19の3、☎349−3200）
へ
※テキスト代等別途費用がかかる場合がありま
す。
※申し込み開始日はなるべく公共の交通機関を
ご利用ください。
※1人で複数人数分の申し込みはできません。
※申し込み開始時に定員を超えた場合のみ抽選
します。
※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 」
の対象となる講座もあります。
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日時
定員
（先着） 受講料
4/8〜5/30の㈪㈭9:30〜12:30
20人
20,000円
日商簿記3級受験講座
〔全13回〕
（4/29、
5/2・6を除く）
日商簿記2級受験講座
〔全14回〕
7/27〜10/26の㈯10:00〜16:00
20人
35,000円
左官1級・2級技能検定事前講座
（実技コース）
〔全5回〕 6/22㈯・29㈯、7/7㈰・15㈷・20㈯各9:00〜17:00
20人
40,000円
左官1級・2級技能検定事前講座
（学科コース）
〔全4回〕 8/20㈫〜23㈮各18:00〜21:00
20人
5,000円
4/18〜8/29の㈫㈭18:30〜21:00
20人
50,000円
宅地建物取引士受験講座
〔全35回〕
（4/30、
5/2、
8/13・15を除く）
4/22〜8/21の㈪㈬18:30〜21:00
25人
45,000円
行政書士受験講座
〔全30回〕
（4/29、
5/1・6、
7/15、
8/12・14を除く）
8/23〜10/30の㈪㈬㈮18:30〜21:00
25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〕
（9/16・23、
10/14を除く）
4/23〜7/30の㈫19:00〜20:30
20人
13,000円
やさしい中国語会話講座
〔全12回〕
（4/30、
7/2・9を除く）
スペイン語入門講座
〔全12回〕
5/13〜8/5の㈪13:00〜14:30
（7/15を除く）
20人
13,000円
かんたん英会話講座
〔全10回〕
4/8〜6/24の㈪10:00〜11:30
（4/29、
5/6を除く）
25人
10,000円
英会話基礎講座
〔全10回〕
4/16〜6/25の㈫10:00〜11:30
（4/30を除く）
25人
10,000円
英会話初級講座
〔全12回〕
4/3〜6/26の㈬13:00〜14:30
（5/1を除く）
25人
13,000円
英会話中級講座
〔全12回〕
4/3〜6/26の㈬10:00〜11:30
（5/1を除く）
25人
13,000円
韓国語入門講座
〔全12回〕
4/5〜6/28の㈮13:40〜15:10
（5/3を除く）
25人
13,000円
韓国語初級講座
〔全12回〕
4/5〜6/28の㈮12:00〜13:30
（5/3を除く）
25人
13,000円
韓国語中級講座
〔全12回〕
4/5〜6/28の㈮10:00〜11:30
（5/3を除く）
25人
13,000円
健康ヨーガ入門講座
〔全12回〕
4/5〜6/28の㈮10:00〜11:30
（5/3を除く）
25人
12,000円
陶芸入門講座
〔全12回〕
4/4〜6/27の㈭10:00〜12:30
（5/2を除く）
18人
12,000円
実用書道講座
〔全12回〕
4/6〜6/29の㈯10:00〜11:30
（5/4を除く）
25人
12,000円
5/14㈫・28㈫、
6/11㈫・25㈫各13:00〜16:00
15人
4,000円
切り絵講座
〔全4回〕
8/27㈫、
9/10㈫・24㈫、
10/8㈫各13:00〜16:00
15人
4,000円

稔台市民センター・図書館稔台分館は、電気設備工事のため3月12日㈫に臨時休館します。

同センター☎367−6420、図書館本館☎365−5115
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森のホール21開館25周年記念事業ファイナルコンサート

浮ヶ谷孝夫指揮 ブランデンブルグ
グ
国立管弦楽団フランクフルト
費用全席指定 2,500円

チケット
販売中

森のホール21チケットセンター☎384−3331
〔10時〜19時、月曜（祝・休日の場合は翌日）
を除く〕

2019（平成31）年3月1日

ドイツの名門オーケストラ「ブランデンブルグ国立管弦楽団フラン
クフルト」が、2019ジャパンツアーの一環として松戸で公演を行い
ます。極上のオーケストラをご堪能ください。
日時6月1日㈯15時開演（14時30分開場 ） 会場森のホール21大
ホール ※未就学児入場不可。 演奏曲目ベートーヴェン『プロメ
テウスの創造物 』序曲作品43、交響曲第5番ハ短調作品67『運命 』
、
交響曲第3番変ホ長調作品55『英雄 』 ※同公演終了後、第六中学
校管弦楽部による記念演奏があります。

3月は子どもを見守るパトロール強化月間

〜子どもの未来は地域で守る〜
市内全ての地域で協力し、普段の生活の中で見守り活動をしましょう。
活動に必要な用品を貸し出しています。申請方法等の詳細はお問い合わ
せください。
防犯活動用品防犯ベスト、誘導灯、のぼり旗（子どもの安全等）
等
対象町会・自治会、その他防犯活動を実施する団体
市民安全課☎366−7285

自然素材のおもちゃ作り、スポーツ体験、
お仕事体験、子どもたちが主役のステージパ
フォーマンス、販売コーナーなど、子どもも
大人も楽しめる市民活動フェスタです！
特別企画「キッズワークエリア：こどもの
まち（はたらく＆つかう）」や、各会場を巡る
スタンプラリーも開催します（松戸さん賞な
ど景品あり）
。

子ども読 書 推進センターからのお知らせ
共 通 費用無料

3月23日㈯ 10時30分〜15時30分

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

会場 松戸駅周辺（西口デッキ、東口デッキ、西口公園、プラーレ松戸屋上、
アトレ松戸いろどりステージ ）
※雨天の場合は、まつど市民活動サポートセンターで開催します。
同センター☎365−5522

3月7日㈭・12日㈫・14日㈭・15日㈮・19日㈫・22日㈮・26日㈫・28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

市民センターおはなし会
日程
3/ 8㈮
3/15㈮
3/19㈫
3/20㈬

会場
明市民センター
五香市民センター
小金原市民センター
東部スポーツパーク

日程
3/22㈮
3/26㈫

会場
新松戸市民センター
小金市民センター（分館内）
和名ケ谷スポーツセンター
3/28㈭
（分館内）

時間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〜

オリジナルゲームを開発しよう！ 要申込
小学生向けプログラミング教室〔全2回〕
時間10時〜16時 会場松戸観光案内所 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
3月10日㈰までに、市ホームページで
文化観光国際課☎366−7327

市ホームページ

҉Ʒ২ǛਤƭᎰʴƷႏƞǜǛ
ž২ᏡыіᎍſƱƠƯᘙࢧƠǇƠƨ
（五十音順・敬称略）
長年にわたり技能の研 技能功労者
氏名
職種
氏名
鑚を続けてきた技能職の
秋葉洋介 とび
蓮井龍雄
皆さんに、 市長から記念
池崎節子 調理
（和食） 八藤光一郎
楯を贈呈しました。今後も 大塚進
理容
蛭田秀夫
技能の継承と後継者の育 小林勝己 建築大工
松丸芳夫
成に期待がかかります。
中村七留実 配管
商工振興課☎711−6377

職種
タイル張り
塗装
造園
電気工事

視覚障がい者のために、
「広報まつど」
「 議会だより」などの
音訳CDを作成しませんか 要申込
松戸朗読奉仕会
「音訳ボランティア養成講座」
〔 全16回〕
5月〜2020（平成32）年3月まで月1〜2回木曜各10時〜12時 会場ふ
れあい22 内容文章や図表の読み方、パソコンによる録音方法、視覚
障がい者への理解他 対象講座受講後、同会会員として活動に参加でき
る人 定員20人（ 面談あり） 費用1,000円 説明会4月24 日㈬13時
から、ふれあい22で開催
3月25 日㈪〔必着 〕までに、82円切手を貼付し、宛名を記入した返信
用封筒を同封し、郵送で〒270−2218松戸市五香西3の7の1障害者福祉
センター（☎383−7111）内 松戸朗読奉仕会・小野へ ※同講座の開催
要領等を送付します。

日時
会場 （ 駐車場はありません ）
3/ 8㈮10:30〜11:00 常盤平児童福祉館
3/12㈫10:00〜10:30 河原塚第一町会公民館
3/15㈮10:30〜11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内 ）
チェリッシュ・サポート・システム
3/19㈫11:00〜11:30
（野菊野こども園内 ）
3/22㈮11:20〜11:50 根木内こども館
3/27㈬10:30〜11:00 E-こどもの森 ほっとるーむ新松戸
3/28㈭10:30〜11:00 矢切公民館
対象0歳〜3歳くらいの子と保護者

松戸スタートアップオフィス起業セミナー ＆ 施設説明会

成長企業から学ぶ起業の心得 要申込
3月16日㈯ 17時〜18時（16時30分開場）
会場同オフィス（松戸駅下車 ） 内容起業の心構え・準備、マーケティング
戦略、マネジメント、成功事例等 講師 ㈱ディッジ代表取締役・柳明宏氏
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
同オフィス
商工振興課企業立地担当室☎711−6377
ホームページ

花壇ボランティア活動を
始めてみませんか
市では、公園の一角などの公共の場所で新たに花壇活動を始める団体を
支援するため、活動に必要な花苗の配付や技術指導等を行っています。
みどりと花の課☎366−7378
向町公園が地域の人た
ちの憩いの場になるよう、
会員11人で頑張っていま
す（西町町会花の会の皆
さん）
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今月の相談案内
相談名
市政相談・一般民事相談

建築士相談
住宅リフォーム相談
マンション管理相談
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）

家庭児童相談
婦人相談
ひとり親
（就労等）
相談

9:00〜12:00

第3水
10:00〜16:00
第1水
（予約優先） 9:00〜12:00
第 2月・第4木
9:00〜12:00
第4水
第1金
10:00〜15:00★
第2金
第1火
第1木
平日
9:00〜17:00
平日
9:00〜17:00
平日
9:00〜17:00★

平日

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。

社会福祉協議会
10:00〜15:00

8:30〜19:00
平日

9:00〜17:00
（予約優先 ）

ふれあい相談室

障がい者虐待防止
行政書士相談
平日
障がい者差別相談センター
事務局予約専用
※税務相談の予約は、☎316−1950
（初見）
高齢者・障がい者
毎週火・金（祝日
相談日の1カ月前から（平日9時から17時）
成年後見制度相談
の場合は前日）
前々日の17時まで
毎週月・木
建築士会相談窓口
労働相談
（第3木を除く）
市役所本館2階
☎362−8401
相談コーナー
経営相談（起業を含む）
平日
住宅政策課
（予約制 ）
☎366−7366
市役所新館6階会議室
若者の就労相談
毎週火〜土
行政経営課相談コーナー
（予約制 ）
（祝日休み）
東部支所
行政経営課
65歳以上
☎366−7311
新松戸市民センター
無料職業
平日
法務局人権ダイヤル
紹介所
ふれあい22
☎0570−
65歳未満
003−110
六実支所
小金原市民センター
平日
生活困窮者相談
子ども家庭相談課☎366−3941
就学・教育相談
（予約制）
平日
子ども家庭相談課☎366−3955
電話
子育て支援課☎366−7347
青少年相談
毎週火〜土
来所予約制
CMS☎394−5590
チェリッシュ・サポート・システム
いじめ電話相談
平日
☎308−5880
第1月・木
女性対象
子すずめ☎387−0124
ゆうまつど （予約制 ）
あおば☎387−5456
第2〜4月・木
こころの
ドリーム☎070−3935−1230
相談
男性対象
第1・3金
はなみずき☎710−8070
（電話相談 ）
グレース☎382−6182
まつど女性就労・両立支援
毎週火・木
相談（第2木は起業相談も）（第3木を除く）
風の丘☎375−8447

◆福田こうへいコンサートツアー
2019〜一所懸命〜
◆動物愛護フォーラム
5/28㈫13:30、18:00
3/15㈮18:30
会場大ホール 費用SS席6,500円
同フォーラム事務局☎330−
※未就学児入場不可
2500
◆竜馬四重奏LIVE2019 福島を
◆サンバチーム「フロール・de・ 忘れない〜復興チャリティー〜
松戸セレージャ」ショー
6/8㈯14:00
3/17㈰14:00
会 場 大 ホール 費 用 全 席 指 定
同チーム☎090−6543−0013
3,500円（当日4,000円 ）小・中
◆松戸童謡の会 童謡を歌う
（月
学生 席2,000円（前 売・当日と
例会 ） ★
も）
3/20㈬13:55
※未就学児入場不可
（4/2発売 ）
鈴木☎343−6631
◆岡村孝子コンサート2019
◆松戸児童合唱団定期演奏会
OKAMURA TAKAKO CONCERT
3/21㈷14:00
2019 T s GARDEN
松本☎080−3644−1710
6/15㈯18:00
◆松戸駅前博物館2 江戸時代
会 場 大 ホール 費 用 全 席 指 定
のまつどを探る
6,500円 ※3歳 以 上チケット
3/24㈰13:15
必要
博物館☎384−8181
◆2019年度松竹特別公演「蘭〜
◆春爛 漫のコンサート〜音楽の
（出
緒方洪庵浪 華の事件帳〜」
広場に思いを寄せて〜 ★
演：藤山扇治郎・北翔海莉・久本
3/26㈫14:00
雅美・石倉三郎ほか）
久保内☎090−2648−1036
8/31㈯11:00、15:30
（申込制 ）
会 場 大 ホール 費 用 全 席 指 定
◆生バンド カラオケ歌謡祭
7,000円 ※未就学児入場不可
3/27㈬9:35
（4/20発売 ）
希望会☎090−3218−5527
◆松戸PV音楽教室発表会
3/28㈭10:00、13:00
※飲み物持参。動きやすい服装で。
同教室☎367−8338
※申し込みは当日会場で。
◆国立音楽教室ピアノ発表会
●はスポーツ推進委員主催
3/30㈯13:00
◆①初めてのフラ②初めてのパ
小林☎366−1189
ワーヨガ
◆松戸国際高校演劇部自主公演
①3/1㈮・15㈮・22㈮・29 ㈮ 各
3/31㈰18:20
10:00〜10:50 ② 3 月 の 水 曜
同校・諸岡☎386−0563
11:00〜12:00 会 場 小 金 原 体
森のホール21 チケットセンター
育 館 対 象18歳 以 上 定 員 各
☎384−3331
先着30人 費用1回500円
同体育館☎341−2242
受付時間…10:00〜19:00
休館日… 月曜（祝・休日の場合は開館
◆①初めてのフラ②ピラティス
し、翌日休館 ）
① 3/2 ㈯・9 ㈯・16 ㈯・23 ㈯ 各
※大・小ホールは森のホール21です。
11:10〜12:00 ② 3/4 ㈪・11 ㈪
※完売の場合あり。
※詳細はホームページで。
各13:30〜14:30 会場常盤平体
https://www.morinohall21.com/
育館 対象18歳以上 定員各先
同
着30人 費用1回 500円
◆2019熱帯JASS楽団 IN 松戸
体育館☎386−0111
5/11㈯16:00
●ファミリースポーツ教室
会 場 大 ホール 費 用 全 席 指 定
3/3㈰9:00〜12:00 会場新松戸
5,000円 ※未就学児入場不可
西小学校
宮崎☎346−4327
ヂ

8:30〜19:00
9:00〜17:00
（要予約 ）
17:00〜20:00
9:00〜17:00
9:30〜17:00

9:00〜17:00★

六実支所
小金原市民センター
総合福祉会館（2階 ）
※訪問可

（社福 ）
松戸市
社会福祉協議会
☎368−1333
☎308−5028
366−1138

ふれあい22（3階） ☎388−6222・6225
383−5552
※訪問可
基幹相談支援センターCoCo内
（総合福祉会館2階 ）
☎366−8376
366−1138
NPO成年後見センター
しぐなるあいず☎702−7868
商工振興課
勤労会館
☎711−6377
松戸商工会議所
松戸商工会議所
会館
☎364−3111
松戸商工会議所
まつどサポステ
別館
☎703−8301
（社福 ）
松戸市社会福祉協議会
（市役所本館1階 ）
☎365−4712
（社福 ）
松戸市社会福祉協議会
（市役所本館3階 ）
☎366−0077

8:30〜17:00

松戸市自立相談支援センター
（市役所本館3階 ）
☎366−0077
教育研究所（予約専用 ）
☎366−7600

9:00〜17:00

常盤平児童福祉館☎384−7867

8:30〜19:00

☎703−0602（本人・保護者対象 ）

9:00〜17:00

14:00〜20:00
男女共同参画課（相談室直通 ）
☎363−0505

10:00〜16:00
17:30〜20:30
10:00〜15:00

●グラウンド・ゴルフ教室
3/3㈰ 9:00〜13:00 会場新松
戸 西小学 校
矢 野 ☎ 090 −
3107−0348
◆①ズンバ②ヨガ
①3/4 ㈪・11㈪・18 ㈪ 各15 :10
〜16:00 ② 3月 の 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
同 体育 館 ☎
費 用1回500円
331−1131
●三世代交流グラウンド・ゴルフ
大会
3/9㈯9:00〜12:00 会場松ケ
星☎369−2412
丘小学校

森のホール 21
日程

会場
問い合わせ
消防局☎363−1119
消費生活センター☎365−6565

ゆうまつど
（2階 ）

男女共同参画課
☎364−8778

●グラウンド・ゴルフ大会
①3/10㈰ 9:00〜12:00②3/24
㈰8:30〜13:00 会場①六高台
スポーツ広場②小金北小学校
定員②先着140人 費用①100
①伊藤☎090−
円②300円
8027− 8076 ② 堀 ☎ 344 −
1735
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
3/17㈰ 9:00〜12:00 会 場 八ケ
西原☎344−1025
崎小学校

今月の催し物

内容（★は有料）

2㈯ 爆生 ! ! お笑いin松戸 ★
T-BOLAN 30th
9㈯ Anniversary LIVE Tour
「the Best」
〜励〜 ★
2019年新入学おめでとう大
16㈯
会
松戸六実高校吹奏楽部定期演
21㈷
奏会
22㈮ 小金高校吹奏楽部定期演奏会
第四中学校吹奏楽部定期演奏
23㈯
会
小金中学校吹奏楽部定期演奏
24㈰
会

開演
時間

☎ 384 − 5050

問い合わせ先

イ ズ ム（ 平 日 11:00〜
13:30
17:00）
16:30
☎048−872−1113
17:30

Ro-Onチケット
☎365−9960

14:00

同大会事務局
☎03−3289−2640

17:00 吉田☎385−5791
18:00 同校・中島☎341−4155
18:00 同校☎387−5311
13:00 同校☎341−0646

青山
☎080−3388−4590
東葛飾地区老人クラブ芸能大
松戸市はつらつクラブ連
8㈮
10:30
合会☎343−0571
会
20周年記念シティー・ミニコン
生涯学習推進課
9㈯
13:30
サート
☎367−7810
16㈯ ピアノ発表会
11:30 西村☎388−5905
松戸市制施行75周年記念・森
森のホール21チケットセ
17㈰ のホール21開館25周年記念事 17:00
ンター☎384−3331
業「鼓童 交流公演 2019」 ★
アベ
21㈷ 唄と踊りの祭典
10:00
☎090−6152−0325
同フェスティバル 実 行 事
27㈬ まつど高校演劇フェスティバル 11:00 務局（専修大学松戸高校・
浅田）
☎362−9101
松戸国際高校吹奏楽部定期演
同校
28㈭
18:30
奏会
☎386−0563
桃井
30㈯ 幼児バレエの会「おひろめ会 」 14:00
☎090−7719−3179
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。
3㈰ 松戸市音楽協会・音楽祭

13:00

小ホール

◆一芸と川の歌コンサート ★
3/1㈮13:00
阿部☎080−5058−6754
◆地域の集い〜シルバーのパワー
で地域を明るく！ 元気に！〜
3/6㈬13:00
（公社）松戸市シルバ−人材セン
ター☎330−5005
（事前申込制）
◆生涯大 軽音楽部定期演奏会
3/9㈯13:30
田中☎080−5185−5376
◆春のハーモニカを楽しむ演奏会
3/10㈰12:30
萩野☎364−9805

8:30〜17:00

※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

時間
24時間
8:30〜16:00

大ホール

◆民謡の店おけさ開店50年民謡
まつり ★
3/3㈰10:00
松戸民謡協会・工藤☎388−
1321
◆私たちは忘れない 3.11東日本
大震災被災者支援大うたごえ喫
茶 ★
3/10㈰13:00
松 戸うたごえ喫 茶 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
3/17㈰13:30
同楽団・蛯原☎090−4678−
9174
◆県立松戸高校吹奏楽部卒業コ
ンサート
3/26㈫16:00
同校☎341−1288
◆松戸青少年交響楽団スプリン
グコンサート2019
3/27㈬13:30
同楽団・吉田☎090−7220−
8523
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13:00〜16:00
13:00〜16:00
13:00〜16:00
13:00〜17:00
13:00〜17:00
13:00〜16:30

日程
毎日
平日
毎週水
第1・4金
第1火
第1木

子育て支援センター

子育て相談

第2水
（予約優先 ）

※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。

時間
会場
問い合わせ
相談名
8:30〜17:00★
松戸市消防救急相談
一般民事相談専用
市役所本館2階相談コー （広報広聴課
9:00〜12:00
消費生活相談
ナー☎366−1162
広聴担当室）
福祉なんでも相談
13:00〜17:00
☎366−7319
※最終受付は、
各相談の ※一般民事相談は 電話相談専用ダイヤル
終了時間のおお
むね30
9:00〜17:00★
第1・4金10:00
金銭・身の上・相続・ 毎週水、
分前
離 婚・家 庭 問 題 等 〜15:00☎368−1333
※法律相談は、
裁判中 の簡単な法解釈を
9:00〜12:00 や調停中の事件は相談
基幹相談支援
要する相談
センターCoCo
できません
障がい者相談

外国人相談

日程
平日
第1月
法律相談
第2〜4月
（随時予約 ）
第1〜4火・木
交通事故相談
毎週月・火・木
英語・中国語
第1・3火
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
行政相談
第2・4月
行政書士相談（予約制 ）
第1月
第1〜4水
不動産相談（予約制 ）
税務相談（予約制 ）
第2金
登記相談（予約制 ）
第3金

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。

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。

●広報まつど

がん患者・家族「集いの場 」
まつど健康マイレージ付与 …

総合医療センター皮膚科外来は3月11
日㈪に休診します

3月20日㈬13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 ※1階総合
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
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

同センター同外来☎712−2511（代表）

自宅でできる介護予防体操講座
愛の献血
3月①3日㈰ ②17日㈰各10時〜11時45分、13
時〜16時 会場①ダイエー新松戸店前②西友常
盤平店前 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。
健康推進課☎366−7487

糖尿病教室
3月①7日㈭ ②19日㈫各14時〜15時（13時45分
開場 ） 会場総合医療センター2階会議室 内容
①糖尿病とは（食事療法 ）②あなたに迫る糖尿病
〜1年間のまとめ〜 講師 同センター①栄養士
②内科医師 費用無料
同センター栄 養 管 理 室 ☎ 712−2511（内 線
1091）

認知症を知ろう！ 考えよう！
3月11日㈪〜15日㈮ 各10時〜12時、13時〜15時
会場市役所1階連絡通路 内容認知症簡易チェッ
ク、認知症クイズ、認知症の相談他 費用無料
高齢者支援課☎366−7343

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

3月①20日㈬ ②22日㈮各14時〜15時 会 場 シ
ニア 交 流 センター 講師松戸整形外科病院リ
ハビリテーション科 理 学 療 法 士 ①杉 山 敬 亮 氏
②高橋佳佑氏 対象市内在住の60歳以上 定員
先着30人 持ち物タオル、飲み物、動きやすい服
装 費用無料
電話で同センター☎343−0521へ

まちっこプロジェクト
実施報告会
3月30日㈯14時から 会場
東 葛クリニックみらい 内
容 松戸市医師会の医師が
小・中学校で行った健康に
ⒸT.Aoki
関する出前講座の報告会
平田オリザ氏
劇作家で演出家の平田オリ
ザ氏による特別講演「わかりあえないことから」
定員先着150人 費用無料
FAXに氏名・連絡先を記入して、まちっこプロ
ジェクト事 務 局 043−333−9292（☎ 369−
1248）
へ

☎366−0010

平日16時30分〜翌日9時
休日と土曜9時〜翌日9時

2019（平成31）年3月1日

あたまとカラダの健康体操教室
4月から9月までの第1木曜・第3月曜各10時〜
11時（祝日は振替日あり） 会場馬橋市民セン
ター 対象医師に運動を禁止されていないおおむ
ね65歳以上 定員50人（抽選、馬橋西地区在住
の人優先 ） 費用無料
3月22日㈮〔必着〕までに、往復はがきに住所・
氏名（ふりがな）
・電話番号を記入して、〒271−
0043旭町1の174シニア交流センター1階 馬橋
西高齢者いきいき安心センター（☎711−9430）
へ

3月は自殺対策強化月間です
〜「こころの体温計 」でこころの健康を
確かめませんか〜
「こころの体温計 」は、パソコン
やスマートフォンなどから簡単に
気軽にいつでもどこでも、自分で
メンタルヘルスチェックができ、相
談窓口を知ることができます。
ストレスのレベルが
高い状態
「本人モード」では、質問事項に
チェックすると現在のこころの状
態を表すキャラクターが金魚鉢に
現れます。
「楽観主義のすすめ（こ
ころのエンジン）
」では、
「楽観度 」
こころの体温計
が表示されます。併せて「楽天家
で生きるコツ」も掲載しています。その他のモード
もありますので、こころのケアに役立ててください。
各保健福祉センター(中央☎366−7489、小金
☎346−5601、常盤平☎384−1333)

※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 〕
。

マークは市民活動助成事業です）
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
◆パソコン初心者講習「基本操作と表作成」
4/30㉁までの希望日10時、13時、15
時、18時から各2時間 NPO快適IT空間
松戸教室（市民劇場向かい） 各回先着1
人 各2,000円 電話で同NPO・石井☎
703−7284へ
◆脳トレ健康麻雀
①㈪②㈬㈯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 金谷☎
090−6187−5060へ
◆成年後見制度の個別相談会
3/4㈪、4/1㈪ 各 13時〜16時 勤 労
会館 電話で認定NPO東葛市民後見人
の会松戸支部・上野☎368−0488へ
●スポーツ吹矢体験会
3/6㈬・13㈬・19㈫・27㈬ 各13時〜15
時 東部スポーツパーク 各先着10人
電話で日本スポーツ吹矢協会松戸ほの
ぼの支部・豊田☎090−3437−7635へ
の学習会
●歌謡曲（最新演歌 ）
3/6㈬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4＾2・新田☎345−8017
●東部健康体操クラブ（ストレッチ、リズ
ム体操等 ）
3/7㈭・14㈭ 各 14時〜15時 30分
東部スポーツパーク 各先着10人 各
500円 電話で同クラブ・七田☎392−
9477へ
●歌謡体操教室
3/9㈯・16㈯各9時〜10時 新松戸市
民センター 60歳以上の女性 各先着
5人 各500円 電話で歌謡体操・小関
☎080−5718−2973へ
◆成年後見・終活無料相談会
3/13㈬13時〜16時 勤労会館 （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

●我が家の掃除のルールを見つけよう！
3/14㈭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
●話すことが楽しくなる見学体験
〔全2回 〕
3/14㈭・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
●松戸市カローリング大会
3/17㈰9時〜12時 柿ノ木台公園体
育館 小学生以上の3人1組（1人でも可）
先着 48人 1人500円 FAXで松戸
361−
市 カ ロ ーリ ン グ 協 会・ 藤 倉
1993へ
●歴史散歩「子和清水・鮮魚街道・将軍お
立場・野馬土手等を訪ねる」
3/17㈰13時30分新京成常盤平駅集
合、16時30分同五香駅解散 300円
当日集合場所で 松戸史談会・ 松田☎
342−1764（夜間のみ）
◆ サンバチーム「フロール・de・ 松戸セ
レージャ」
ショー
3/17㈰14時から 市民劇場 同チー
ム・松井☎090−6543−0013
●中級者向け社交ダンス体験会①スロー
②チャチャチャ〔全3回 〕
〔全4回〕
①3/19㈫・26㈫、4/2㈫・9㈫②4/16
㈫・23㈫・30㉁各19時10分〜20時45分
新松戸市民センター ダンスシューズ
各1,000円 電話で新松戸社交ダンス
サークル・吉村☎346−1736へ
なくそう野良猫トラブル！地域猫活
動を知る上映会「みんな生きている 飼い
主のいない猫と暮らして」
3/22㈮18時〜20時45分 市民劇場
先着300人 直接会場で 動物福祉
団体いのち・木村☎090−8500−9439

●松戸青少年交響楽団スプリングコン
サート2019（アンサンブル演奏他 ）
3/27㈬13時30分〜15時30分 市民
会館 同楽団・吉田☎365−8358
◆ともしび読書会
3/28㈭ 13時〜15時 ゆ う ま つ ど
テキスト『坂の途中の家 』角田光代著
200円 電 話 で 同 会・野淵 ☎363−
2925へ
●劇団うりんこ公演「ともだちや」
（原作：内
田麟太郎作の絵本『おれたち、ともだち！』
）
3/31㈰ 14時〜15時 5分 常 盤 平 市
民 セ ン タ ー 1,800円〔 3歳〜小 学 生
1,000円、親子ペア2,500円（前売りの
み）〕 NPO子どもっとまつど・駒口☎
344−2272（㈪㈬㈮10時〜16時 ）
●松戸市ソフトテニス連盟の催し①春季
大会 ②春季クラブ対抗大会（団体戦 ）
① 4/14 ㈰ ② 4/29 ㈷ 各8時10分受け
付け 栗ケ沢公園庭球場 詳細は同連
盟ホームページで 1チーム①3,000円
（中学生2,000円 ）②6,000円 ①3/20
㈬②4/3㈬までに、所定の振込用紙で
同連盟・藤井☎090−4014−9753

◆障害年金無料個別相談会
第4㈫13時30分〜16時30分 松戸商
工会議所 各先着10人 電話でNPOみん
なでサポートちば☎070−1541−7661へ
●硬式テニス教室①ジュニア②初心者シ
ニア③④⑤⑨初心者⑥⑦ジュニア⑧親子
①4月〜7月の㈪㈮㈯いずれか、4月〜
6月の②㈫③④㈯、5月〜7月の⑤㈫⑥㈬
⑦⑧㈭⑨㈮ ①金ケ作③⑥中央②④⑤⑦
⑧⑨栗ケ沢各公園庭球場 ①5歳〜小学
生（土曜のみ中学生可 ）②50歳以上③④
⑤⑨中学生以上⑥⑦5歳〜小学生⑧4・5
先着①③④各60人②⑤⑨各
歳児と親
30人⑥40人⑦10人⑧6組 ①②③⑤⑨
各10,000円④9,000円⑥⑦各7,500円
⑧1回700円 3/15㈮までに、松戸市テ
ニス協会ホームページで 同協会☎341
−1133（㈫㈭㈯12時30分〜16時30分）
◆シニア・初中級者テニス教室
4月〜11月（8月を除く）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
3/22㈮までに、電話でシニアテニス
世話人・原田☎080−9983−7469へ

●松の実コーラス（女声合唱 ）
●松戸健走会（ランニング）
㈰ ㈷ 7時〜9時 運 動 公 園 18歳
㈫ 13時〜16時 勤 労 会 館 他 月
以上 月500円 斉藤☎343−3010
5,000円 久貝☎364−6369
（18時以降 ）
●健康づくりグループサークル・ アキ
●フローレ・ジュニアテニスチーム（硬式） （ストレッチ・脳トレ）
㈰8時〜10時 金ケ作公園庭球場
㈭10時〜12時 明市民センター
小 学 2年〜6年 生 先 着 20人 月
運動着・飲み物 年6,000円 300円
服部☎363−7366
2,000円 2,000円 野 尻 ☎ 388−
●アートシップ絵画教室
2565
第2・4㈯13時〜16時 八柱市民セ
●にんじんクラブ（男の料理教室 ）
第3㈬17時〜20時 市民会館 月
ンター 鉛筆画・水彩画・油絵の初心
1,000円 1,000円 斉 藤 ☎ 388−
者 月 2,000円 1,000円 清 水 ☎
2667（昼間のみ）
080−6537−9803（昼間のみ）

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。

広報広聴課（広報担当）☎366−7320
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市の公式ホームページ

人口と世帯 〔2019（ 平成31）年2月1日現在〕

右のQRコードを読み取ること
でアクセスできます。

2019.3.1

（平成31年）

人口 490,821人

パソコン・スマートフォン版

坂川に
桜を見に
行こう！

093

子どもたちにとって大切な
「教育」
松戸市は、子どもたちにとって大切な「教育 」に力を入
れています。
市内の小・中学校に通う児童・生徒は、音楽やスポーツ
において、全国で活躍しています。高校進学後も各分野で
優れた生徒を松戸市で教育できるよう、市立松戸高校（以
下「市松 」
）の改革を行いました。その一つが単位制の導
入です。普通科では「人文社会」
「理数科学」
「医療看護」
「保
育栄養 「
」体育音楽 」
といった科目選択の例を挙げ、生徒自
らが興味・関心や進路希望に応じて履修する科目を選択で
きるようにしました。この他、入試制度を見直し、普通科の
通学区域拡大や募集定員の変更、外国人特別入学者選抜
を導入した結果、市松の入学者選抜志願者数（前期 ）
は
3.14倍で、県内公立高校普通科の中で4番目に高い倍率
となりました。今後も改革を進めることで、入学したくなる
魅力的な学校を目指します。
松戸市は英語教育にも力を入れています。2020年度か
ら全面実施される新学習指導要領では、小学校中学年か
ら英語教育を導入することになっていますが、松戸市では
いち早く5歳児から中学3年生までの10年間を見通した英
語教育を行ってきました。具体的には、5歳児を対象に公
立保育所でネイティブ講師と一緒に遊ぶ「楽しい英語あそ
び」を実施し、小学1年生から中学3年生までの児童・生徒
には担任や日本人英語インストラクター、外国語指導助手
による英語学習を取り入れています。現在、市内中学生の
英語力は全国平均を上回っており、このことは松戸市の英
語教育の成果であると考えています。
4月には、夜間中学「市立第一中学校みらい分校 」を開
校します。夜間中学は、戦後の混乱期に、昼間に就労や家
事手伝いなどをしていた人に義務教育の機会を提供する
ため、昭和20年代初頭に中学校に付設されました。昭和
30年ごろには80校以上ありましたが、現在では全国で31
校、県内では市川市の1校のみとなっています。平成28年
に「教育の機会確保法 」ができてから、全国初となる松戸
市の夜間中学では、さまざまな理由から義務教育を修了
できなかった人や外国籍の人たちにも就学機会を確保す
るため、準備を進めています。
これからも「学びたい人が、学べる環境づくり」を目指
し、松戸市ならではの教育文化を創り出していきたいと
ほ ん ご う や け ん じ
思います。

本郷谷 健次

松戸市長

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）。

ドミニカ共和国 × 松戸市 ×ルーマニア

モバイル版

〔

〕内は前月比

〔

△ 54 〕

男

243,680人〔

△ 36 〕

世帯 226,527世帯 〔

46 〕

女

247,141人〔

△ 18 〕

※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。

松戸宿坂川河津桜まつり
問同まつり実行委員会事務局☎362－5356

3月2日㈯・3日㈰ 各10 時～16時〔荒天中止 〕
屋台や各種催し物を開催します！早咲きの河津桜を楽しみながら、早春の
坂川周辺の散策にお出掛けください。
会場坂川ひろば～松龍寺にかけての坂川沿道（松戸駅西口から徒歩約5分 ）

坂川沿道を夜間ライトアップ

同まつり
ホームページ

開催中

期間3月10日㈰までの18時～23時
会場坂川ひろば～松戸神社～松龍寺～レンガ橋にかけて
の坂川沿道

さくらまつり新春謝恩セール

開催中

松戸宿商業振興連合会加盟店・セール協賛店（さくらちゃ
んのポスターが目印 ）
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。
期間3月2日㈯まで
び

な

戸定さくら雛

開催中

戸定邸に自生する竹を切り出して作る飾り台に、地元有志の
皆さんが手作りしたお雛様を飾ります。
期間3月3日㈰まで 会場戸定邸表座敷棟 費用戸定邸入館料

同時開催

松戸市制施行75周年記念

MATSUDO WONDER！2018
やさシティ、まつど。春まつり

3月2日㈯・3日㈰ 各10時～16時

矢切ねぎ、あじさいねぎなど、
地元の新鮮な農産物の販売・PR
介護フェア・相談会

松戸特産「矢切ねぎ」
を使った
料理（炭火焼き、グラタン等）
販売

会場松戸駅西口デッキ

会場春雨橋親水広場

松戸の魅力を写真で伝えるフリーペーパーの展示会
毎 号テーマを変えて、ステキな写 真やイラストで松戸の魅力を伝え
ているフリーペーパー「MATSUDO PAPER」
の展示会を初開催します！
創刊号から最新10号までを展示する他、読み終わった後の「MATSUDO
PAPER」
の意外な使い方などもご紹介します。
マ

ツ

ド

ペ

ー

パ

ー

日時 3月16日㈯～21日㈷

最新10号までのバック
ナンバーを配布します！
※各号なくなり次第、終了。

（18日㈪を除く）各10時 ～17時
会場松戸観光案内所 費用無料
問文化観光国際課☎366－7327

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。

郷土料理
ルーマニア

スペイン語

とうもろこしの粉を熱湯で
溶いた、蒸しパンのような食
感で淡白な味の“ママルガ ”
が定番です。メイン料理の
付け合わせとして、サワーク
リームを付けて食べます。
お

サ ブ ロ ソ

Es muy sabroso.

※ドミニカ共和国の公用語は、スペイン語です。
エ ス テ フォアルテ グ ス ト ス

ルーマニア語 Este foarte gustos.
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
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たか やま か

い

高山佳己ちゃん

そう すけ

颯介ちゃん

い

「とても美味しいです」
エス ム イ

ちゃん

ワンポイント会話

すぎうらふう

油と塩で炊き上げたご飯、
肉料理、赤豆の煮込み、バ
ナナのフライをトッピングし
た“ラ・バンデーラ・ドミニカー
ナ”と呼ばれるワンプレート
料理が、ランチの定番です。

杉浦風

ドミニカ共和国

2018（平成30）年8月生
2018（平成30）
年10月生
2018（平成30）年10月生
ミルクをたくさん飲んでむちむち
元気な優しい子になってね！
元気いっぱいの颯くん。最近はお
か わ い
もう少し大きくなったら一緒
しゃべりしたり寝返りの練習に夢
成長中！可 愛い笑顔でみんなを
にサッカーやろうね！
中。颯くんの成長が楽しみです。
幸せな気持ちにしてくれます！
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

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。

