
問健康福祉政策課☎704－0055

予防のポイント
◦	こまめに手洗いをする
◦	咳

せ き

やくしゃみをするときは、マスク・ティッシュペーパー・ハンカチ・上着の袖などで
	 口や鼻を押さえたりするなどの「咳エチケット」を守る
◦	部屋の乾燥を防ぐ
◦	栄養と休養を十分にとる

一般的な電話相談窓口
◦	厚生労働省☎0120－565653〔9時～21時（土・日曜、祝・休日を含む）〕
◦	千葉県☎043－223－2640〔9時～17時（土・日曜、祝・休日を含む）〕
◦	松戸健康福祉センター（松戸保健所）☎047－361－2139〔9時～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕

発熱などの風邪の症状があるときの、相談・受診の前の注意点
◦	学校や仕事を休み、外出を控える
◦	体温を毎日測り、記録しておく
※	なお、2020（令和2）年2月17日厚生労働省発表時点では、新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況で
あり、インフルエンザなどの心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医などにご相談ください。

帰国者・接触者相談センター（松戸保健所内）に相談する目安
〔2020（令和2）年2月17日厚生労働省発表〕

以下のいずれかに該当する場合
◦		風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている（解熱剤を飲み続けなければならないときも含む）
◦		強いだるさ（倦

け ん た い

怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
※	高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患の基礎疾患がある人、透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人
は重症化しやすいため、上記のいずれかの症状が2日程度続く場合はご相談ください。

※	妊娠している人は、念のため、重症化しやすい人と同様に早めにご相談ください。
※	子どもに関しては、現時点で重症化しやすいとの報告はありませんが、新型コロナウイルス感染症については目安どおりの対応
をお願いします。

帰国者・接触者相談センター
☎047－361－2140〔9時～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕
☎043－223－2989〔9時～17時（土・日曜、祝・休日）〕

相談後に医療機関を受診するときの注意点
◦	帰国者・接触者相談センターから勧められた医療機関を受診してください。
　複数の医療機関を受診することは控えてください。
◦	受診の際はマスクを着用し、手洗いや咳エチケットを徹底してください。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報まつどに掲載している行事
が中止となる場合がありますのでご了承ください。
　詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページをご覧
ください。
※2月20日時点で中止が決定したイベントの一覧を、2ページに掲載しています。

新型コロナウイルス感染症
一人一人の予防と拡大防止対策が大切です

市ホームページ
「中止になったイベント」

最新の情報はホームページをご覧ください

厚生労働省
ホームページ

千葉県
ホームページ
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●市民課窓口を臨時開設します
●春の火災予防運動
●松戸駅改良工事が始まります			
			食を通じて地域がつながる居場所「子ども食堂」
			市民活動特集を折り込んでいます



自立した消費者になるために

　消費生活モニターになると、研修などを通じて消費生活に関する知識を
習得できます。また、県・市などが実施するアンケート調査に協力していた
だきます。よりよい暮らしについて共に学び、考えてみませんか。
任期委嘱日から2021（令和3）年3月31日まで（再任あり）　
主な活動内容●月1回程度平日に行う研修会への出席〔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
査への回答　
応募資格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　
募集人数10人（選考あり）　謝礼年額上限18,000円

 3月16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、加盟している団体がある場合はその団体名、
興味のある分野、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　消費生活課消費生活モニター係
（☎366－7329）へ

　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。申請方法などの詳細はお問い合
わせください。
貸出用品防犯ベスト、誘導灯、のぼり旗（子どもの安全等）など
対象町会・自治会、その他防犯活動を実施する団体
問市民安全課☎366－7285

　3月15日㈰から各市民センター、3月16日㈪から市役所・各支所・
行政サービスセンターでも配布します。このチラシは年1回の発行なの
で、大切に保管してください。
問環境業務課☎366－7333

　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
あるため、市民課窓口を臨時開設します。
開設時間9時～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など
※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。詳細はお問い合わせください。
※各支所の窓口は開設しません。
問市民課☎366－7340

 子どもの未来は地域で守る
3月は3月は、、子どもを見守るパトロール強化月子どもを見守るパトロール強化月間間

2020（令和2）年度版
「家庭ごみの分け方出し方」のチラシを
広報まつど3月15日号と共にお届けします

3月14日㈯・29日㈰、4月5日㈰に
市民課窓口を臨時開設します

要申込

※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。
問ちばレインボーバス㈱☎0476－46－0022

白井聖地公園行き（往路） 五香駅西口行き（復路）

停留所 五香駅
西口

旧六高台
病院

六実駅
入口 停留所 白井聖地公園

運賃 現金 630円 550円 510円 運賃 往路区間と同額ICカード 629円 546円 504円

時刻

  8時 00　30 05　35 10　40

時刻

10時 00　30
10時 50　　 55　　 12時 50　　
11時 20　　 25　　 00　30 13時 20　　
13時 40　　 45　　 50　　 15時 40　　

運行日3月20日㈷～22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

白井聖地公園行き季節バスを運行します

新型コロナウイ新型コロナウイルルスス感染症感染症のの影響によるイベント中止のお知らせ影響によるイベント中止のお知らせ
　下記のイベントは中止となりました。開催を楽しみにしていた皆さんには申し訳ありませんが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

3月1日㈰  
松戸子育てフェスティバル2020　問子育て支援課☎366－7347
犬のしつけ教室　問環境保全課環境衛生係☎366－7336
松戸市消防音楽隊定期演奏会　問消防総務課☎363－1116
3月4日㈬  
松戸スタートアップオフィス　起業・創業者向け資金調達セミナー
問商工振興課企業立地担当室☎711－6377
3月5日㈭
福祉ップUP’19　
問ハローワーク松戸人材サービスコーナー☎367－8609(42#)
ミニコンサート「うたのおもちゃばこ」　問ふれあい22☎383－0022
3月7日㈯
あなたのじん臓を守ろう！
～糖尿病と言われた人に聞いてもらいたい大切なこと～　
問国民健康保険課☎712－0141
3月7日㈯・8日㈰  
松戸宿坂川河津桜まつり　
問同まつり実行委員会☎362－5356
3月8日㈰  
松戸プロジェクト成果報告会
問高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343
3月13日㈮   
市長室ギャラリー公開　問秘書課☎366－7303

3月14日㈯  
パパが主役！ 親子遊びと交流会　問男女共同参画課☎364－8778
3月17日㈫  
人生100年時代の「新セカンドライフ」と「生き甲斐」　
問男女共同参画課☎364－8778
3月18日㈬  
シティー・ミニコンサート　問生涯学習推進課☎367－7810
健康塾「消化器のがん検診についての話」
問東松戸病院保健福祉医療室☎391－5500
3月22日㈰  
松戸モリヒロフェスタ 和太鼓の公演　
問21世紀の森と広場管理事務所☎345－8900
下記のイベントは3月は全て中止です
21世紀の森と広場パークセンターの講座　
問同広場管理事務所☎345－8900
青少年会館 青年講座・青少年教室　問同館☎344－8556
生涯学習推進課主催の各講座　問同課☎367－7810
市民会館プラネタリウム室 一般投影・星空観望会　
問同館☎368－1237
古民家 旧齋藤邸で行われるイベント　問社会教育課☎366－7462
小さい子のためのおはなし会、市民センターおはなし会、絵本はじ
めのいーっぽ
問子ども読書推進センター☎331－0077

※ 2月20日時点で中止が決定したイベントを掲載しています。これ以外のイベントも中止となる場合がありますので、
 最新の情報は市ホームページをご確認ください。 市ホームページ
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●広報まつど　2020（令和2）年3月1日

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。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報まつどに掲載している行事が中止となる場合がありますのでご了承ください。



救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。

休日土曜日夜間歯科診療所（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 ☎712－2513

JR
武
蔵
野
線

JR常
磐
線 国

道
6号

県立松戸高校
北松戸駅

運動公園

新京成線

旧市立病院

八柱駅

みのり台
駅

千駄堀隧道

総合医療センター

新八柱駅

夜間小児急病
センター

※ 総合医療センターの救
命救急センター側入口
から入ってください。

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

クリーンセンター内温水プールは3/22
㈰に営業を終了します
　回数券の払い戻しはできませんので、
終了日までに使用してください。和名ケ
谷スポーツセンターの温水プールは営業
を継続します クリーンセンター☎385
－7100

クリーンセンター内スポーツ施設の専用
使用料納付の際は、本人確認が必要です
4/1㈬予約分から 運転免許証・マイ

ナンバーカード・健康保険証など ク
リーンセンター☎385－7100

ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸
「抱っこd

で

eシネマ」のチケットプレゼント
　赤ちゃんと一緒に鑑賞できる特別上映
（6/30㈫まで）に招待します 市内在
住・在勤の、3歳未満の子どもの保護者
3/20㈷〔消印有効〕までに、はがきに

郵便番号・住所・氏名・子どもの年齢・3
月のキーワード「ベビーカー」を記入し
て、〒105－0021東京都港区東新橋2の
16の1ルーシスビル　㈱シネブリッジ
「抱っこdeシネマチケット
プレゼント係」へ　※必ず
市ホームページをご覧くだ
さい 子ども政策課☎704
－4007

松戸市こどもモニター募集
委嘱期間 4/1～2021（R3）/3/31活動内容
こども祭りへの参加、鳥取県倉吉市との
交流、子ども夢フォーラムでの発表など
4月に小学6年生になる人募集人数 5人

程度 3/13㈮までに、所定の申込書類
を直接子どもわかもの課（☎366－
7464、 366－7473）へ　※申込書類
は同課で配布する他、市ホームページで
ダウンロード可

奨学金と研究機関などへの助成のご案内
奨学金 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
①6人②1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など
交付助成年額10万円共通 5/7㈭〔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

大規模小売店舗の変更届出の縦覧と意
見書の提出
縦覧・意見書提出期限 5/21㈭縦覧場所商工
振興課対象店舗眞嶋ビル 同課☎711－
6377

旧国保松戸市立病院跡地活用事業者
公募型プロポーザル参加者募集
3/9㈪9時から　※募集

要項などの詳細は、市ホー
ムページをご覧ください
総合医療センター管財課

☎712－0756

「松戸モリヒロフェスタ～こどもの王国～」
出店者募集
5/3㈷～5㈷〔荒天中止〕 21世紀の森

と広場 募集内容市内のキッチンカー・飲
食店、物販出店者など　※詳細はホーム
ページで 申込期限 3/10㈫
同イベント実行委員会

事務局（同広場パークセン
ター内）☎345－8900

2020（令和2）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
　市に登録した業者は、雑草の刈り取り
を希望するあき地の所有者などに紹介さ
れます　※個別に刈り取り依頼者の紹介
はしません 3/16㈪までに、環境保全
課で配布する申出書などを直接同課（☎
366－7336）へ

（公社）松戸市シルバー人材センター臨時
入会説明会
3/12㈭10時 市民会館 臨時的・短

期的または軽易な就業を希望する市内
在住の健康な60歳以上 同センター☎
330－5005

2020（R2）/3/31㈫で、商工組合中央金
庫（商工中金）での公金などの店頭収納
業務・口座振替収納業務は終了します
財政課☎366－7076

3月の松戸競輪開催日程
本場開催 20㈷～22㈰（FⅠナイター）
代替開催 5㈭～7㈯千葉（FⅡ）
場外開催 1㈰奈良記念（GⅢ）、5㈭～8㈰
玉野記念（GⅢ）、12㈭～15㈰松山記念
（GⅢ）、13㈮～15㈰いわき平（FⅠナイ
ター）、17㈫～19㈭平塚（FⅠ）、20㈷～
22㈰久留米（国際自転車競技支援GⅢ）
公営競技事務所☎362－2181

講座・講演・催し

㈱セブン－イレブン・ジャパン「シニア
お仕事説明会」
　市と協定を結び、高齢者の見守りの推
進や雇用促進などを行う同社が、店舗で
行うレジ接客などの仕事説明会を開催し
ます ①3/9㈪②3/20㈷各10時～11時
30分 ①新松戸②明各市民センター
おおむね60歳以上 各先着30人 電話
で高齢者支援課☎366－7346へ

さわやかヨガ教室
3/5㈭・19㈭・26㈭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

再生自転車（防犯登録付き）の販売
3/7㈯9時～12時（8時30分から整理

券配布） シニア交流センター販売台数
約25台価格 6,000円～12,000円 （公
社）松戸市シルバー人材センター☎330
－5005

おもちゃの病院（おもちゃの無料修理）
3/10㈫10時30分～13時 小金市民

センター 先着20組 電話で同セン
ター☎343－8641へ

ふれあい教室「朗読をきくかい」
3/11㈬10時～11時30分 ふれあい

22 松戸朗読奉仕会による短編・エッ
セーなどの朗読 障害者手帳を持って
いる人など 障害者福祉センター☎
383－7111

住宅リフォーム①相談②市民講座
3/14㈯①10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

六実市民センターまつり
3/14㈯11時～16時 同センター ス

テージ発表、作品展示、サークル紹介他
同センター☎385－0116

新松戸出張！NPO・市民活動よろず相
談室「チーム力がぐっと上がる年間計画
の作り方～新しいミーティングの方法を
学ぶ～」
3/18㈬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 ボランティア団体やNPO
の運営に関わっている人 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

パソコンスキルアップシリーズ「無料で
簡単に作れる!!WEBサイトのはじめ方」
3/19㈭18時30分～20時30分 ま

つど市民活動サポートセンター 同セ
ンター長 NPOや市民活動の運営・広
報に携わっている人 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

 
千葉県産酒フェア「千葉の春

は る ざ け

酒」
3/21㈯・22㈰各11時～17時 松戸観
光案内所（松戸駅下車）（一社）松戸市観
光協会☎703－1100

作って学ぶこどもサイエンス教室
3/28㈯14時～15時30分 八ケ崎市

民センター 石の秘密の話、本物の石で
宝の石図鑑作り 小学生 先着50人
電話で同センター☎348－6667へ

矢切の里と里見公園の桜を訪ねる
3/30㈪10時北総線矢切駅前広場集

合、12時ごろ現地解散コース本
ほんきゅうじ

久寺、天
満宮、総

そ う ね い じ

寧寺、里見公園、矢切神社、野
菊苑 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「矢切の桜
を訪ねる」係（☎727－7825、㈪を除く
10時～17時）へ

シルバー人材センター中高年英語教室
①楽しい英語リスニング（初～中級）
②③楽しく学ぶ基礎英会話（初級）④初
めて学ぶ英会話（入門）⑤英語に自信が
ない人集合！（初級）⑥HAPPY！SMILE！
中学英語（初級）〔各全10回〕
①4/7～6/23の㈫13時15分～14時

45分②4/8～6/24の㈬10時15分～11
時45分③4/8～6/24の㈬13時15分～
14時45分④4/9～6/25の㈭13時15分
～14時45分⑤⑥4/10～6/26の㈮14時
15分～15時45分　※全コース4/28㈫
～5/8㈮は休講 市民劇場他 50歳以
上 各11,000円（別途教材費） 3/10
㈫〔必着〕までに、はがきに住所・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中高年
英語教室係（☎330－5005）へ

会議

博物館協議会
3/7㈯14時から 市立博物館会議室

傍聴定員先着4人（13時50分まで受け付
け） 同館☎384－8278

教育委員会会議
3/12㈭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

☎366－0010
テレホン案内サービス

平日16時30分～翌日9時
休日と土曜 9時～翌日9時

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

市ホームページ

ホームページ

市ホームページ
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詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページをご覧ください。



松戸地域職業訓練センター前期講座募集 要申込

3月2日㈪10時～11時30分　
会場市役所1階連絡通路　
内容住宅用火災警報器クイズ（先着でプレゼントあり）、住宅用
火災警報器の取り付けが困難な高齢者世帯などへの取り付け
支援の受け付けなど
問松戸市防火・防災協会事務局（消防局予防課内）☎363－1114

用
け

10年たったら
とりカエル

問消防局予防課
　☎363－1114

　2019年中の火災件数は103件で、主な原因は「放火の疑い」「こんろ」「たばこ」
でした。建物火災が火災全体の約70%、車両火災が約5%、その他火災が約25%
を占めています。

火災を起こさないために
放火 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。自転車カバーなど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るときは、必ず火を消す」「定期的に清掃す
る」などの習慣をつけましょう。
たばこ 灰皿は水を張って使用し、完全に火を消しましょう。「灰皿に吸い殻
をためない」「ポイ捨てをしない」「寝たばこは絶対にしない」などのマナー
を守りましょう。
ストーブ 燃えやすい物から離れた位置で使用しましょう。

火災が起きたときのために
●逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置しましょう。
●火が広がるのを防ぐため、カーテンやカーペットなどには防炎製品を使用
しましょう。
●火が小さいうちに消すため、住宅用消火器などを設置しましょう。
●高齢者や身体の不自由な人を守るため、隣近所と協力体制をつくりましょう。

住宅用火災警報器キャンペーンを実施します

春の火災予防春の火災予防運運動動
2019年度全国統一防火標語

ひとつずつ いいね！で確認 火の用心

3月1日㈰～7日㈯

2019年 2018年
建物 71件 79件
車両 6件 10件
その他 26件 24件
総件数 103件 113件

火災発生件数 主な火災原因
2019年 2018年

放火の疑い 19件 放火 17件
こんろ 18件 こんろ 16件
たばこ 15件 たばこ 11件
〔2020（令和2）年2月1日現在〕

障害者就労施設による障害者就労施設による
福祉ショップ福祉ショップ
　市内の障害者就労施設の職員・利用者が丹精込めて作った食
品や雑貨品を販売します。ぜひ、お立ち寄りください。
時間9時30分～15時　
会場市役所1階連絡通路

日程 出店施設（内容）

3/  9㈪ 豆のちから（豆腐、ドーナツ、プリン）
第2喜楽家（さをり織り、紙すき品、手作りカレンダー）

3/10㈫
豆のちから（豆腐、ドーナツ、プリン）
第2喜楽家（さをり織り、紙すき品、手作りカレンダー）
あじょうだ（刺し子布巾、手芸小物、リサイクル品）

3/11㈬
ここらぼまつさと（あられ）
ワークジョイまつどセンター（クッキー、手芸小物、
花の苗）

3/12㈭ ここらぼまつさと（あられ）
ビオラ工房（クッキー、マドレーヌ、刺し子布巾）

3/13㈮
ここらぼまつさと（あられ）
ふれあいサロンさくら（パン、洋菓子、リサイクル品）
ライフスクエア五香（手芸小物、小物、アクセサリー、
布製品）

問障害福祉課☎366－7348

要申込

試合日時4月①7日㈫②8日㈬③14日㈫④15日㈬各18時15分
対戦相手①②福岡ソフトバンクホークス③④東北楽天ゴールデン
イーグルス
試合会場Z

ゾ ゾ

OZOマリンスタジアム（千葉市）
対象市内在住・在勤・在学
定員各50組（抽選。2人1組。内野自由席）
3月2日㈪10時から15日㈰22時の間に、専用ホームページ
http://www.cnplayguide.com/marines/

matsudo2020/ で
※抽選結果は3月19日㈭にEメールで連絡。
問マリーンズインフォメーションセンター☎03－5682
　－6341

専用ホームページ

講座名 日時 定員（先着） 費用
（　）内は会員事業所の料金

日商簿記3級受験講座〔全13回〕 4/9～5/25の㈪㈭9:30～12:30（5/4を除く） 20人 20,000円（18,000円）
日商簿記2級受験講座〔全14回〕 7/11～10/17の㈯10:00～16:00（8/15を除く）　 20人 35,000円（32,000円）
左官1級・2級技能検定事前講座（実技コース）〔全5回〕 6/20㈯・27㈯、7/5㈰・12㈰・18㈯各9:00～17:00 20人 40,000円（32,000円）
左官1級・2級技能検定事前講座（学科コース）〔全4回〕 8/18㈫～21㈮各18:00～21:00 20人   5,000円
宅地建物取引士受験講座〔全35回〕 4/16～8/25の㈫㈭18:30～21:00（5/5、7/23、8/13を除く） 20人 50,000円（45,000円）
行政書士受験講座〔全30回〕 4/20～8/12の㈪㈬18:30～21:00（4/29、5/4・6、8/10を除く） 20人 45,000円（40,000円）
マンション管理士・管理業務主任者受験講座〔全27回〕 8/19～10/21の㈪㈬㈮18:30～21:00（9/21を除く） 20人 45,000円（40,000円）
やさしい中国語会話講座〔全12回〕 4/28～7/28の㈫19:00～20:30（7/21を除く） 20人 13,000円
スペイン語入門講座〔全12回〕 5/11～8/3の㈪10:30～12:00（6/29を除く） 20人 13,000円
スペイン語初級講座〔全12回〕 5/11～8/3の㈪13:00～14:30（6/29を除く） 20人 13,000円
かんたん英会話講座〔全10回〕 4/20～6/29の㈪10:00～11:30（5/4を除く） 25人 10,000円
英会話基礎講座〔全10回〕 4/21～6/30の㈫10:00～11:30（5/5を除く） 25人 10,000円
英会話初級講座〔全12回〕 4/1～7/1の㈬13:00～14:30（4/29、5/6を除く） 25人 13,000円
英会話中級講座〔全12回〕 4/1～7/1の㈬10:00～11:30（4/29、5/6を除く） 25人 13,000円
韓国語入門講座〔全12回〕 4/3～6/26の㈮13:30～15:00（5/1を除く） 25人 13,000円
韓国語初級講座〔全12回〕 4/3～6/26の㈮11:45～13:15（5/1を除く） 25人 13,000円
韓国語中級講座〔全12回〕 4/3～6/26の㈮10:00～11:30（5/1を除く） 25人 13,000円
健康ヨーガ入門講座〔全12回〕 4/3～6/26の㈮10:00～11:30（5/1を除く） 25人 12,000円
陶芸入門講座〔全12回〕 4/2～6/25の㈭10:00～12:30（4/30を除く） 18人 12,000円
実用書道講座〔全12回〕 4/4～6/27の㈯10:00～11:30（5/16を除く） 25人 12,000円

切り絵講座〔全4回〕 5/12㈫・26㈫、6/9㈫・23㈫各13:00～16:00 15人   4,000円
9/1㈫・15㈫・29㈫、10/13㈫各13:00～16:00 15人   4,000円

※1人で複数人分の申し込みはできません。　※受付当日、車での来所はご遠慮ください。　※テキスト代など別途費用がかかる場合があります。　
※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詳細は、電話で商工振興課☎711－6377へ。
3月5日㈭9時から、費用を添えて直接同センター（小金原1の19の3、☎349－3200）へ　※受付開始時間に定員を超えた場合はその場で抽選。　
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報まつどに掲載している行事が中止となる場合がありますのでご了承ください。



障害者福祉センターふれあい教室 要申込

老人福祉センタークラブ活動 要申込

クラブ名 活動日時 募集人数（抽選）
④小金原老人福祉センター
墨絵墨絵 第1・3・4㈫9:00～12:00第1・3・4㈫9:00～12:00 若干名若干名
編み物編み物 第1～3㈬9:00～12:00第1～3㈬9:00～12:00 3人3人
英会話英会話 第1・3・4㈫13:00～16:00第1・3・4㈫13:00～16:00 若干名若干名
華道華道 第2・4㈬9:00～12:00第2・4㈬9:00～12:00 若干名若干名
民謡・民踊愛好会民謡・民踊愛好会 第1～3㈬13:00～16:00第1～3㈬13:00～16:00 10人10人
民踊・カラオケ（演歌）民踊・カラオケ（演歌） 第1～3㈯13:00～16:00第1～3㈯13:00～16:00 10人10人
茶道茶道 第1～3㈭9:00～12:00第1～3㈭9:00～12:00 5人5人
詩吟詩吟 第1～3㈭13:00～16:00第1～3㈭13:00～16:00 5人5人
書道書道 第1・3㈭9:00～12:00第1・3㈭9:00～12:00 10人10人
日舞と新舞踊日舞と新舞踊 第1～3㈯9:00～12:00第1～3㈯9:00～12:00 3人3人
俳句俳句 第2・4㈮13:00～16:00第2・4㈮13:00～16:00 3人3人
⑤矢切老人福祉センター
書道 第1・3㈭10:00～12:00 10人
俳句俳句 第2㈬13:00～15:00、第4㈮9:15～12:00第2㈬13:00～15:00、第4㈮9:15～12:00 若干名若干名
茶道（表千家）茶道（表千家） 第1～4㈫13:00～15:00第1～4㈫13:00～15:00 若干名若干名
コーラスコーラス 第1・3㈬9:30～11:00第1・3㈬9:30～11:00 10人10人
そろばんそろばん 第1・3㈭13:00～15:00第1・3㈭13:00～15:00 10人10人
詩吟（神風流）詩吟（神風流） 第1～4㈬10:00～12:00第1～4㈬10:00～12:00 6人6人
かるた（楽しい百人一首）かるた（楽しい百人一首） 第3㈯13:00～15:00第3㈯13:00～15:00 10人10人
陶芸（初心者）陶芸（初心者） ㈯9:30～12:00㈯9:30～12:00 5人5人
フォークダンス（初心者講習あり）フォークダンス（初心者講習あり）第1～4㈬13:00～15:00第1～4㈬13:00～15:00 10人10人
ハワイアンダンスハワイアンダンス 第2・4㈮13:00～15:00第2・4㈮13:00～15:00 10人10人
囲碁囲碁 休館日を除く毎日12:00～16:00休館日を除く毎日12:00～16:00 若干名若干名
将棋将棋 休館日を除く毎日12:00～16:00休館日を除く毎日12:00～16:00 若干名若干名
民謡民謡 第1～4㈮10:00～12:00第1～4㈮10:00～12:00 若干名若干名
社交ダンス社交ダンス 第1・2・4㈯13:00～15:00第1・2・4㈯13:00～15:00 若干名若干名
新舞踊新舞踊 第2・4㈭10:00～12:00第2・4㈭10:00～12:00 10人10人
華道（わかば古流）華道（わかば古流） 第2・4㈮13:30～15:00第2・4㈮13:30～15:00 若干名若干名
健康歌謡健康歌謡 第1・3㈯13:00～15:00第1・3㈯13:00～15:00 若干名若干名
⑥野菊野敬老ホーム
水墨画水墨画 第2・4㈮10:00～12:00第2・4㈮10:00～12:00 5人5人
書道書道 第1・3㈮10:00～12:00第1・3㈮10:00～12:00 2人2人
あみものあみもの 第2・4㈯10:00～12:00第2・4㈯10:00～12:00 若干名若干名

教室名 日時
機能
訓練

リハビリ・個別 第1～4㈪ 13:00～16:30
リハビリ・集団 第1～3㈬ 13:00～15:00

社
会
適
応
訓
練

難聴者のためのパソコン教室 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1・3㈰ 10:00～12:00

教室名 日時

創
作
活
動

陶芸 第1・3㈫ 14:00～16:00
生け花 第1・3㈪ 14:00～15:30
水彩画 第1・3㈬ 10:00～12:00
書道・A 第1・3㈫ 14:00～15:30
書道・B 第2・4㈫ 10:00～11:30
絵手紙 第1・3㈬ 14:00～16:00
バードカービング 第1・3㈰ 14:00～16:00
押し花 第2・4㈬ 14:00～16:00
編物 第1・3㈮ 13:00～15:00
さをり織り（A） 第2・4㈮ 10:00～12:00
さをり織り（B） 第2・4㈮ 13:00～15:00
墨絵 第2・4㈰ 10:00～12:00

教室名 日時
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

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㈯ 13:00～16:00
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㈯ 10:00～12:00
ボッチャ 第1・3㈫ 10:00～12:00
カラオケ 第1～4㈮ 10:00～12:00

そ
の
他

囲碁 ㈮ 13:00～17:00
朗読をきくかい 第2㈬ 10:00～11:30

3月4日㈬9時から、直接・電話または
FAXに教室名・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・障害の種類（障害者手帳のとおりに）と
等級を記入して、障害者福祉センター☎
383－7111、 383－7810へ

期間4月から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人　※「機能訓
練」の対象は、四肢または体幹に障害があり、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。　※「難聴者のためのパソコン教室」の対象は、両耳で60d

デジベル

B以上、片耳で30dB以上の人。
※「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。
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。

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
詩吟 第1・3㈮13:30～15:30 9人
書道 第2・4㈬13:00～15:00 7人
茶道 第1・3㈫12:30～16:30 4人
生花 第2㈭13:00～15:00、第4㈭10:00～12:00第4㈭10:00～12:00 2人
②常盤平老人福祉センター
書道（経験者） 第1・3㈫10:00～12:00 5人
華道（龍

りゅうせい

生派） 第2・4㈫9:30～12:00 若干名
英語を楽しむ会 第1～3㈫10:00～12:00 10人
カラオケ ㈫13:00～15:45 6人
基礎英語教室 第2～4㈫10:00～12:00 1人
友
ゆうぜんせんしょく

禅染色 第1・3・5㈬9:30～13:00 5人
フラダンス 第2・4㈬10:00～12:00 10人
日本舞踊（坂

ばんどう

東流） ㈬13:00～15:00 10人
茶道 第1～4㈬9:30～14:00 2人
詩吟（神

しんぷう

風流） 第1・3・5㈭10:00～12:00 2人
歌唱（カラオケ） ㈭13:00～15:45 5人
あじさい（カラオケ） ㈮9:30～12:30 若干名
刺
ししゅう

繍 第1・3㈮10:00～13:00 5人
民舞 第1・3・5㈮13:00～16:30 5人
書道（初心者） 第2・4㈮10:00～12:00 6人
民謡 第2・4㈮13:00～16:30 3人
健康体操 第1～4㈯11:00～12:30 若干名
社交ダンス ㈯12:30～16:00 男6人・女3人
夕
ゆうかり

雁俳句会 第4㈰13:00～16:30 若干名
ギターとアンサンブルギターとアンサンブル ㈰10:00～12:00㈰10:00～12:00 6人6人
囲碁囲碁 休館日と第4㈭を除く毎日12:30～16:30休館日と第4㈭を除く毎日12:30～16:30 10人10人
将棋将棋 休館日を除く毎日13:00～16:30休館日を除く毎日13:00～16:30 10人10人
③東部老人福祉センター
民謡民謡 第2・4㈮10:00～15:00 10人10人
パンフラワーパンフラワー 第1㈭10:00～15:00第1㈭10:00～15:00 10人10人
手遊び手遊び 第2㈭10:00～12:00第2㈭10:00～12:00 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別途必要）
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☎386－3478②常盤平☎382－5125③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（⑤のみ10時）～16時、3月2日㈪を除く〕

花壇ボランティア活動を花壇ボランティア活動を
始めてみませんか始めてみませんか

東松戸ゆいの花公園

　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布や技術指導などを行っています。
問みどりと花の課☎366－7378

会場同公園マグノリアハウス
曲目「歌の翼」による幻想曲（シュテック
メスト）、シチリアーノ（フォーレ）、魔笛
（モーツァルト）他
演奏者内藤雅子氏・石﨑愛

あ い な

菜氏（フルー
ト）、内藤葉子氏（ピアノ）
定員先着80人（屋外にスピーカーを設置
するので、園内で聞くこともできます）
費用無料
問公園緑地課☎366－7380、同公園管理センター☎384－4

よ い は な

187

　中堀込公園（八ケ崎）が四
季折々の花を楽しめる公園
となるよう、八ケ崎第三町会
では環境整備部会を立ち上
げ、花壇活動を始めました。

内藤葉子氏内藤雅子氏

3月14日㈯ 14時開演（13時30分開場）
マグノリア・コンサートマグノリア・コンサート

5

●広報まつど　2020（令和2）年3月1日

詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページをご覧ください。



◆3.11私たちは忘れない東日本
大震災被災者支援 大うたごえ喫
茶　★
3/14㈯13:00　 松戸うたごえ
喫茶実行委員会・金本☎090－
9248－8327 
◆県立松戸高校吹奏楽部卒業コ
ンサート
3/21㈯13:00　 同校☎341－
1288
◆松戸国際高校演劇部自主公演
3/24㈫17:30　 同校☎386－
0563
◆松戸青少年交響楽団スプリング
コンサート2020
3/28㈯13:30　 同楽団・吉田
☎365－8358 
◆和名ケ谷中学校吹奏楽部定期
演奏会
3/29㈰13:00　 同校☎391－
1818

◆秘蔵っ子カラオケ発表会
3/3㈫10:00　 和田☎070－
6564－5698
◆都

つ る

瑠歌謡祭
3/11㈬10:00　 妻野☎386－
0159
◆一芸と川の歌コンサート　★
3/17㈫13:00　 阿部☎080－
5058－6754
◆Satoshi Hirasawaプロデュー
ス シャンソン・ジャズ会員発表会
3/18㈬13:00　 平澤☎090－
5978－2005

◆多文化交流フェスティバル　
世界の伝統芸能/歌/ダンス/民
族衣装ファッションショー
3/21㈯13:30　 カリフォルニア
クラブ・岩尾☎391－6545
◆ムジカエポカピアノ教室発表会
3/22㈰13:00　 八代☎090－
4846－7832
◆松戸童謡の会 童謡を歌う（月例
会）　★
3/25㈬13:55　 鈴木☎343－
6631

◆谷山浩子弾き語りコンサート
2020
4/18㈯17:30　会場小ホール　
費用全席指定6,000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　※未就学児膝上1人無料
◆T

テ ィ ー ボ ラ ン

-BOLAN LIVE HEAVEN 
2020 「 the Best」 ～繋

ツナグ

～
4/25㈯17:30　会場大ホール　
費用全席指定 7,300円（前売り
6,800円）　※3歳以下膝上1人無
料
◆財

ざ い つ

津 和夫コンサート2020
with 姫野達也～A

オール

ll I
イ ズ

zz W
ウ ェ ル

ell～
5/9㈯17:30　会場大ホール　
費用全席指定 7,000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　※未就学児入場不可
◆水森かおり25周年記念コンサー
ト～歌謡紀行～
6/5㈮13:30　会場大ホール　
費用S席6,500円　※未就学児
入場不可

◆①骨盤ヨガ②ボールDEリズム
①3/2㈪・9㈪・16㈪・30㈪各9:30
～10:30②3/3㈫・10㈫・17㈫・
31㈫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　費用各500円　
同体育館☎386－0111

◆①ピラティス＆ヨガ②やさしい
ヨガ
①3/2㈪・9㈪・30㈪各10:00～
10:50②3月の㈬11:10～12:00
会場小金原体育館　対象18歳以
上　定員各先着30人　費用各
500円　 同体育館☎341－
2242
◆①体幹美Body②ヨガ
①3/9㈪・16㈪・30㈪各11:10
～12:00② 3月の ㈮ 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
費用各500円　 同体育館☎
331－1131
●三世代交流グラウンド・ゴルフ
大会
3/14㈯9:00～12:00　会場松ケ
丘小学校　対象小学生以上　
星☎369－2412
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
3/15㈰9:00～12:00　会場八ケ
崎小学校　定員先着50人　 倉澤
☎347－5314
●グラウンド・ゴルフ大会
3/15㈰〔雨天時3/22㈰〕9:00～
13:00　会場小金北小学校　
定員先着140人　費用300円　
堀☎344－1735

●カローリング・ファミリースポー
ツ教室
3/22㈰9:00～12:00　会場新松
戸西小学校　 宮崎☎346－
4327

●グラウンド・ゴルフ教室
3/22㈰9:00～13:00　会場新松
戸西小学校　 矢野☎090－
3107－0348

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）
※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
日時 内容（★は有料） 問い合わせ

大
ホ
ー
ル

8㈰ 10:10 高木幼稚園音楽会 同園・椎名☎387－4809

12㈭ 18:30
MIN-ONスペシャル・ライブ　
木根尚登×佐藤竹善 My Favorite
Songs　★

MIN-ONインフォメーショ
ンセンター☎03－3226－
9999

14㈯
13:30「おかあさんといっしょ」ガラピコ

ぷ～がやってきた! !　★
森のホール21チケットセン
ター☎384－333116:00

19㈭ 18:00
船橋市立御滝中学校管弦楽部 
定期演奏会
（日本学校合奏コンクール2019
全国大会金賞受賞記念演奏会）

同校・木村
☎047－448－3102

21㈯ 14:00 麗澤高校吹奏楽部定期演奏会 同校・内堀
☎04－7173－3700

24㈫ 18:00 小金高校吹奏楽部定期演奏会 同校・中島☎341－4155

25㈬ 18:00 SPRING CONCERT2020 第四中学校・後藤
☎387－5311

26㈭ 15:00
KEISUKE YAMAUCHI 20th 
ANNIVERSARY 山内惠介コン
サートツアー2020　★

カンフェティチケットセン
ター☎0120－240－540
（平日10時～18時）

小
ホ
ー
ル

7㈯ 17:00 松戸市民劇団創立40周年記念
公演 「ひぐらし食堂」　★

（一社）松戸市観光協会
松戸探検隊ひみつ堂
☎727－78258㈰ 13:00

13㈮ 13:00 歌って健康！  歌声コンサート　★ ㈱マイソング☎03－5774－1414

19㈭ 18:30 松戸国際高校吹奏楽部定期演奏会
同校・鯖瀬
☎386－0563

22㈰ 10:30 ピティナピアノステップ松戸3月地区
ピティナ松戸コアラの
森ステーション・大矢
ahojaoi@yahoo.co.jp

26㈭ 11:00 まつど高校演劇フェスティバル 専修大学松戸高校・浅田
☎362－9101

28㈯ 19:15
バトンパスコンサート松戸公演
Vol.3　新進気鋭のアーティスト
が人から人へつなぐコンサートシ
リーズ 　★

福田
☎080－9288－7430

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、翌平日休館）
※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/

市民会館
☎368－1237

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館）
※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、翌平日休館）
※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。
※費用の記載がないものは無料。
※申し込みは当日会場で。
※●はスポーツ推進委員主催

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付・相談窓口は、
　広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）です。

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119
消費生活相談 ㈪～㈮ 8:30～16:00 消費生活センター☎365－6565
福祉まるごと相談 ㈪～㈮ 8:30～17:00 高齢者支援課☎366－1100

福祉なんでも相談

㈬
第1・4㈮

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

電話相談
第1㈫ 六実支所
第1㈭ 小金原市民センター

障
害
者
相
談

基幹相談支援
センターCoCo

㈪～㈮
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
（予約優先） 9:00～17:00 ふれあい22（3階）※訪問可

☎388－6222・6225
388－6222

障害がある人や
事業主からの就労相談

（予約制）
㈪～㈮ 9:00～17:00 障害者就業・生活支援センタービック・ハート松戸☎343－8855

障害者虐待防止・
障害者差別相談 ㈪～㈮ 8:30～19:00

障害者虐待防止・障害者差別相談セン
ター（基幹相談支援センターCoCo内）
☎366－8376、 366－1138

高齢者・障害者成年
後見制度相談（予約制）

㈫㈮（祝日の場
合は前日） 9:00～17:00 NPO成年後見センターしぐなるあいず☎702－7868

労働相談 ㈪㈭
（第3㈭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） ㈪～㈮ 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） ㈫～㈯ 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
㈪～㈮ 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

生活に困っている人の
相談 ㈪～㈮ 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） ㈪～㈮ 8:30～17:00 教育研究所（予約専用）☎366－7600

青少年相談 電話 ㈫～㈯ 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 ㈪～㈮ 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㈪㈭ 14:00～20:00
男女共同参画課（予約・相談専用）
☎363－0505

第2～4㈪㈭ 10:00～16:00 
男性対象

（電話相談） 第1・3㈮ 17:30～20:30

まつど女性就労・両立支援
相談（第2㈭は起業相談も）

㈫㈬㈭
（月末日を除く）10:00～15:00 ゆうまつど（2階） 男女共同参画課

☎364－8778
第2㈮・第3㈪ 17:30～20:30

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
市政相談・一般民事相談 ㈪～㈮ 8:30～17:00★

市役所本館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
※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・税務・登記
相談の予約は、相談
日の1カ月前から

広報広聴課広聴担
当室
（予約）☎366－1162
（一般民事相談専用）
☎366－7319
※一般民事相談は
金銭・身の上・相続
等の簡単な法解釈
を要する相談
行政書士相談事務
所・初見（予約専用）
☎316－1950（㈪
～㈮9時～17時）

法律相談（随時予約）
第1㈪   9:00～12:00
第2～4㈪
第1～4㈫
㈭

13:00～17:00

交通事故相談 ㈪㈫㈭ 9:00～17:00★
行政相談 第2・4㈪ 13:00～16:00

行政書士相談（予約制） 第2㈭   9:00～12:00
不動産相談（予約制） ㈬ 13:00～17:00
税務相談（予約制） 第2㈮ 13:00～17:00
登記相談（予約制） 第1㈮ 13:00～16:30

外
国
人
相
談

English
Mon, Tue, Wed 13:00～16:00

City Hall main Bld. Level2
☎366－9151
※Telephone consultation in English 
is available within the time on the 
left schedule.
※

Thu, Fri 10:00～13:00
1st&3rd Tue   9:00～12:00

中文 Chinese
星期一・二・三 10:00～13:00
星期四・五 13:00～16:00
第1・3星期二   9:00～12:00

Tagalog・Filipino 2nd・4th Tue   9:00～12:00
Thu 10:00～13:00

Spanish 2nd Tue   9:00～12:00
Vietnamese 4th Fri 13:00～16:00

建築士相談（予約優先） 第2㈬   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㈬ 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

㈭   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（㈪～㈮ 8時
30分～17時15分）

第1㈫

10:00～15:00★

六実支所
第1㈭ 小金原市民センター
第1㈮ 新松戸市民センター
第2㈮ ふれあい22

子育て相談 ㈪～㈮   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
はなみずき☎710－8070
グレース☎382－6182
風の丘☎375－8447

  8:30～22:00 ドリーム☎070－3935－1230
ひとり親（就労等）相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00★ 子育て支援課☎366－7347
婦人・DV相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00  子ども家庭相談課☎366－3955
家庭児童相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3941
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●広報まつど　2020（令和2）年3月1日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報まつどに掲載している行事が中止となる場合がありますのでご了承ください。



総合医療センター皮膚科外来は、3月13日㈮・23㈪に休診
します
問同センター☎712－2511（代表）

3月のがん患者・家族①集いの場（3月19日㈭）②緩和ケア
教室（3月24日㈫）は新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため中止します
問総合医療センター①がん診療対策室☎712－2511（内線1025）②緩和
　ケアチーム☎712－2511（内線4336）

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
　スマートフォンやパソコンを
使って気軽に自分の心の健康状
態をチェックでき、結果に基づい
た相談先にそのまま連絡するこ
ともできます。また、睡眠障害
チェックも行えます。3月18日の
世界睡眠デーに合わせて、「ここ
ろの体温計」で自分の睡眠状態を
確認してみませんか？
問各保健福祉センター（中央☎366－7489、小金☎346
　－5601、常盤平☎384－1333）

認知症キッズサポーター養成講座（大人も参加可）要申込
4月2日㈭13時～14時　会場古ケ崎市民センター　対象小学生以上　
定員先着50人　費用無料
電話で明第2西高齢者いきいき安心センター☎382－5707へ

認知症予防教室〔全3回〕 要申込
4月9日㈭・16日㈭・23日㈭各13時30分～15時30分　会場笑顔のおうち
クリニック松戸（栄町西3の1048の1）　対象樋野口・古ケ崎・栄町・栄町西
地域在住の65歳以上　定員先着20人　費用無料
電話で明第2西高齢者いきいき安心センター☎382－5707へ

あたまとカラダの健康体操教室 要申込
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65歳以上（馬
橋西地区在住優先）　定員40人（抽選、初参加者優先）　費用無料
3月20日㈷〔必着〕までに、往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・年齢・

電話番号を記入して、〒271－0048松戸市西馬橋広手町40の1秀栄ビル
101　馬橋西高齢者いきいき安心センター（☎711－9430）へ

馬橋地区介護予防教室（1年コース） 要申込
4月～2021（令和3）年3月の①第1水曜②第2火曜各14時30分～16時
会場①馬橋東②八ケ崎各市民センター　対象馬橋地区在住の65歳以上
定員各50人（抽選、初参加者優先）　持ち物飲み物、タオル、8号サイズのカ
ラーボール　費用無料
3月2日㈪から18日㈬の間に、直接馬橋高齢者いきいき安心センター（☎

374－5533）へ

まつど健康マイレージ付与…

◆パソコン初心者講習「基本操作と名簿
作り他」
4/30㈭までの希望日の10時～12時、

13時～15時、15時～17時、18時～20時
NPO快適IT空間・松戸教室（市民劇場

向かい） 各先着1人 各2,000円 電
話で同NPO・石井☎703－7284へ
●社交ダンス初心者講習会（ワルツ・ブ
ルース）〔全4回〕
3月の㈬18時～20時 小金原市民セ

ンター 動きやすい服装、ダンスシュー
ズ 1,500円 ゆりの会・宮田☎090－
7180－1945（昼間のみ）
●仲間を作って楽しく踊ろうフラダンス
〔全4回〕
3月の㈮10時～12時 常盤平市民セ

ンター 500円 松戸ハワイアンフラ
サークル・蜷

にながわ

川☎388－7365
●社交ダンス初級・中級者講習会（スロー・
ワルツ）〔全4回〕
3月の㈮12時～14時 小金原市民セ

ンター 1,500円 舞踏会・石田☎090
－1542－5940
●健康体操教室（ストレッチ、リズム体操）
3月の㈮14時～15時30分 青少年

会館 55歳以上の女性 各先着5人
各500円 電話でさわやか体操クラブ・
風
かざはや

早☎346－0332へ
●歌謡体操教室
3/7㈯・14㈯各9時～10時 新松戸

市民センター 50歳以上の女性 各先
着5人 各500円 電話で歌謡体操・
小
こ せ き

関☎080－5718－2973へ
●健康体操講習会 （ストレッチ、リズム体
操など）
3/10㈫・17㈫・26㈭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・原☎710
－3540へ
●古代出羽（出羽三山と鳥

ちょうかいさん

海山）の勢力と
信仰
3/10㈫13時30分～16時30分 市

民会館 1,000円 電話で古代史研究
会松戸（葛飾塾）・櫛

く し だ

田☎070－6520－
2267へ

認知症～笑顔の介護～ワークショップ
3/11㈬13時～15時 馬橋市民セン

ター 先着25人 500円 電話で介
護・認知症の家族と歩む会・松戸・北川☎
090－5509－5398へ
◆成年後見・終活無料相談会
3/12㈭14時～17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・藤倉☎388－3060
●カローリング大会
3/15㈰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）
1人500円 FAXで松戸市カローリン

グ協会・藤倉 ☎361－1993へ
◆竹かご（四ツ目底花

はなかご

籠）を作ろう
3/15㈰10時～14時30分 21世紀の

森と広場パークセンター 先着15人 弁
当、飲み物、はさみ、汚れても良い服装、
霧吹き（ある人のみ） 1,000円 FAXで
千葉県森林インストラクター会・井形
043－486－5768へ
◆講演会「べてるの家から吹く風・続編」
3/15㈰13時30分～16時 稔台市民

センター 北海道医療大学教授・向
む か い や ち

谷地
生
いくよし

良氏 先着120人 700円 電話で
NPO土曜会☎385－7070へ
●歴史散歩「志士眠る回

え こ う い ん

向院・遊女投込寺
浄
じょうかんじ

閑寺・樋口一葉記念館等を訪ねる」
3/15㈰13時30分JR南千住駅集合、

16時30分TX浅草駅解散 500円 当
日集合場所で 松戸史談会・松田☎342
－1764
◆外国人の子どもの日本語学習支援に関
する説明会～外国人の子どものためにお
力を貸してくれませんか～
3/16㈪10時～11時30分、13時～

14時30分 新松戸市民活動支援コー
ナー 電話でNPO外国人の子どものた
めの勉強会・飯野☎090－2940－5814
へ
●社交ダンス初心者講習会（ワルツ・ルン
バ）〔全6回〕
3/16～4/20の㈪12時～13時40分
馬橋市民センター 2,000円 電話で

ダンスサークルJ＆J・杉原☎090－9976
－9720へ

●楽にすぐ取り出せる～書類・情報のお
片づけ～
3/19㈭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・
山﨑☎090－2545－4746（昼間のみ）へ
◆ともしび読書会
3/19㈭14時～16時 ゆうまつど

テキスト『博士の愛した数式』小川洋子
著 200円 電話で同会・小池☎369－
1878へ
◆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（松戸駅下車） 先着10人
NPOみんなでサポートちば☎070－

1541－7661
●古民家で短歌を詠

よ

む
3/26㈭10時30分JR東松戸駅改札前

集合、15時現地解散 旧齋藤邸 弁当、
飲み物 松戸短歌会・塩入☎391－5016
（昼間のみ）
●松戸青少年交響楽団with松戸市立第
六中学校管弦楽部スプリングコンサート
3/28㈯13時30分～15時30分 市民

会館 同楽団・吉田☎365－8358
●ソフトテニス①春季大会②春季クラブ
対抗大会（団体戦）
①4/5㈰②6/7㈰各8時受け付け 栗

ケ沢公園庭球場 詳細は松戸市ソフトテ
ニス連盟のホームページで 1チーム①
3,000円（中学生2,000円）②6,000円
①3/18㈬②5/20㈬までに、所定の振込
用紙で 同連盟・藤井☎090－4014－
9753

◆楽しい健康体操「わくわくストレッチク
ラブ」高齢者運動指導員養成講座〔全8回〕
4/7～6/2の㈫（5/5を除く）15時～17

時30分 ゆうまつど 週1回以上ボラ
ンティアで指導サポートできる人 20人
（抽選） 3/28㈯までに、電話でNPO
人材パワーアップセンター・松山☎369
－5737（18時以降）へ
◆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

ク ラ ブ

楽部（金ケ作） 各19,250円
3/20㈷までに、電話でシニアテニス世
話人・原田☎080－9983－7469へ
●科学技術週間イベント「レーシングカー
を作り走らせよう！」
4/19㈰10時から、13時から 新松戸

未来館 小学3年～中学生 各先着40
人 はがきで松戸市少年少女発明クラブ
事務局（☎090－5766－3751）へ
●硬式テニス教室①ジュニア②初心者シ
ニア③④⑤⑧初心者⑥⑦ジュニア
①4月～7月の㈪㈮㈯、4月～6月の②

㈫③④㈯、5～7月の⑤㈫⑥㈬⑦㈭⑧㈮
①金ケ作③⑥中央②④⑤⑦⑧栗ケ沢

公園各庭球場 ①⑥⑦5歳～小学生（①
の㈯のみ中学生可）②50歳以上③④⑤⑧
中学生以上 先着①③④各60人②⑤⑧
各30人⑥40人⑦10人 ①②③④⑤⑧
各10,000円⑥⑦各7,500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）

このコーナーは市民団体などからのお知らせです（●マークは社会教育関係団体、 マークは市民活動助成事業です）
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用（ …入会金） ※記載がないものは無料　 …申し込み先　 …問い合わせ先

●紙敷テニスクラブ（硬式）
㈪を除く8時～17時 紙敷庭球場
年15,000円 5,000円 柴田

ktcjimukyoku@gmail.com 
●新松戸カンフークラブ
㈮17時30分～19時 青少年会館
小・中学生 先着10人 月3,000円
長塚☎090－5754－8925

●チェリッシュクラブ（ストレッチ、リズ
ム体操）
㈮19時～21時 青少年会館、同館

樋野口分館 月3,000円 和田☎367
－4568
●鳳

おおとりだいこ

太鼓
㈫19時～21時 森のホール21 月

1,000円 根本☎090－4754－7839

こころの体温計

本人モード結果画面（例）

ねこ
社会的な
ストレス 水槽のヒビ

住環境の
ストレス

赤金魚
自分自身の
ストレス

黒金魚
対人関係の
ストレス

水の透明度
落ち込み度 石 その他の

　 ストレス
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詳細は、各行事のお問い合わせ先にご確認いただくか、市ホームページをご覧ください。
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　皆さんから推薦いただいた表彰候補を審査し、受賞作品を決定しました。
市ホームページでも受賞作品を紹介しています。
問都市計画課景観・指導班☎366－7372

松戸市景観表彰の受賞作品を
決定しました

建築物・工作物部門 活動部門
松戸景観奨励賞　受賞作品

テラスモール松戸（八ケ崎） 東松戸ゆいの花公園内
花壇づくり

ありすの家（五香）

松戸駅西口ペデストリアンデッキの大開口部
閉鎖工事がもうすぐ完了します

　ご利用の皆さんにはご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
※詳細は市ホームページをご覧ください。
問JR東日本お問い合わせセンター☎050－2016－1600
　新京成電鉄営業部お客さま案内番号☎047－389－1249
改良工事の内容
◦	現在2本ある東西通路を一本化（幅14m）
◦	改札内のコンコースを拡張
◦	入口専用・出口専用に分かれている
	 JR松戸駅中央改札を統合
◦	新京成松戸駅の改札口周辺の駅施設改良
◦	駅南側に6階建ての駅ビルを建設

完成予定時期
◦	東西通路の一本化
　2026（令和8）年春ごろ
◦	駅南側の駅ビル開業
	 2027（令和9）年春ごろ

　上記工事により一本化される松戸駅東西通路から、西口デッキへ直進できるように
するため、市では西口デッキの大開口部の閉鎖工事を実施しています。デッキが広くな
り、より利用しやすくなります。
　今後も各鉄道会社の工事と並行して、西口デッキをより便利に、より賑

に ぎ

わいが生まれ
るように整備を進めていきます。
問街づくり課☎366－7376

東西通路の完成イメージ（現在検討中のものであり、変更と
なる場合があります）

市ホームページ

2020（令和2）年春
完了予定

JR東日本と新京成電鉄による
松戸駅改良工事が
2020（令和2）年春から始まります

ますます
便利に！

市の訪問団がドミニカ共和国を訪問しました
　1月26日㈰～2月2日㈰に、東京2020大会に向けた事前キャン
プの準備とホストタウンとしての交流を深めるため、本郷谷市長を
はじめとする市の訪問団がドミニカ共和国を訪問しました。
　本市は2018（平成30）年8月に、ドミニカ共和国オリンピック
委員会および3競技連盟（ソフトボール・バレーボール・テコンドー）
と事前キャンプの実施に関する覚書を取り交わし
ており、本訪問では、新たに4競技目となる体操競
技連盟と覚書を取り交わしました。
　訪問の様子は、市ホームページをご覧ください。

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081

ドミニカ共和国×松戸市×ルーマニア 東京2020大会に向けたルーマ
ニア、ドミニカ共和国とのホスト
タウン交流情報や、本市の取り組
み・関連情報などを発信します。

市ホームページ

　新型コロナウイルスの感染者の発生が日本を含め
世界各国で相次いでおり、県内でも発生が確認されて
います。
　このような状況の中、市では、速やかに感染防止対
策がとれるよう「松戸市感染症対策本部」を設置し、広
報まつどや市ホームページ、ツイッター、チラシ、ポス
ターなどあらゆる媒体を活用し、市民の皆さんに予防
対策や医療機関への受診方法を周知しています。この
他、市役所窓口および公共施設入口にアルコール消毒
液を設置し、窓口業務に従事する市職員にできる限り
マスクを着用するよう指示しました。また、市主催のイ
ベントは、今後、感染拡大を防止するため中止する場
合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

　厚生労働省が２月１７日に、国民向けに、発熱などの
症状が出た場合の相談・医療機関への受診の目安（今
後変更される場合があります）を公表しています。

相談・受診前に心掛けていただきたいこと
◦発熱などの風邪症状が見られるときは、学校や仕事
　を休み外出を控える
◦毎日、体温を測定して記録しておく

帰国者・接触者相談センター（松戸保健所内）
にご相談いただく目安
◦風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方
　（解熱剤を飲み続けなければならない方も同様）
◦強いだるさ（倦

け ん た い か ん

怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方
　お子様については、現時点で重症化しやすいとの報
告はなく、新型コロナウイルス感染症については、上記
の目安どおりの対応をお願いします。
　なお、以下のような方は、重症化しやすいため、同
様の状態が2日程度続く場合には、同センターにご相談
ください。
◦高齢者
◦糖尿病・心不全・呼吸器疾患の基礎疾患がある方や
　透析を受けている方
◦免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方
　妊婦の方については、念のため重症化しやすい方と
同様に、早めに同センターにご相談ください。
　インフルエンザなどの心配があるときには、通常と
同様に、かかりつけ医にご相談ください。

　今後も市では、国や県などが発信する情報の収集
に努めるとともに、松戸保健所の指導のもと松戸市医
師会などと協力しながら新型コロナウイルス感染症の
感染防止に取り組んでいきます。市民の皆さんには、
感染予防のため、咳

せ き

エチケットと手洗いを徹底してい
ただきますようお願いします。

新型コロナウイルス感染症に
関する対応について

　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・氏名などをご記載ください）。

松戸市長   本
ほ ん ご う や

郷谷 健
け ん じ

次
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ドミニカ共和国オリンピック委員会
のルイス・メヒア会長（中央）と

ドミニカ共和国オリンピック委員会
と体操競技連盟との覚書調印

人口と世帯 〔2020（令和2）年2月1日現在〕　　　 　〔　〕内は前月比

※住民基本台帳の登録数に基づき集計した人口です。

人口 498,359 人 〔 △114 〕 男 248,076 人〔 △82〕
世帯 240,494 世帯 〔 △24 〕 女 250,283 人〔 △32〕

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。

市ホームページ

パソコン・スマートフォン版 モバイル版
2020.3.1
（令和2年）




