
タブレットPCについて教育企画課☎366－7455
ICTを活用した学習活動について指導課☎366－7458

　ICT（情報通信技術）の活用が社会のあらゆる場所
で日常となっている時代を生きる子どもたちにとっ
て、学習の基盤となる資質・能力として、情報活用
能力（情報モラルを含む）を育むことが重要です。
　国のG

ギ ガ

IGAスクール構想（※）により実現した教育環
境で、これまでの教育実践とICTを効果的に組み合わ
せることで、学びがさらに充実していきます。
　詳細は市ホームページをご覧ください。

市立小・中学生に
1人1台のタブレットPCを
配布しました

常盤平第一小・常盤平中学校の皆さんが
オンラインで交流しました

　1月22日にICT活用推進研究校である常盤平第一小と常盤平中の
児童・生徒がオンライン交流会をしました。
　交流会では、小学生から中学生に対し、授業内容や時間割の違
い、給食・部活のことなどを質問しました。画面を食い入るように
見つめ、質問の答えを聞き漏らさないように真剣に話を聞いている児
童。中学生との交流会を終えて、「めっちゃ緊張した」と言いつつも
満足げな様子でした。

　多様な情報を整理・分
析しながら、自分の考え
を表現できるようになり
ます。互いの考えに触れ
ながら、学びを深めるこ
とができます。

　教室内でインターネット
などを用いて、様々な情
報を収集できるようにな
ります。また一人一人の
理解度に応じた課題に取
り組むこともできます。

（※）GIGAスクール構想…1人1台のタブレットPCと高速大容量ネットワークを一体的に整備し「多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、子どもたち一人一人に
公正に個別最適化され、資質・能力を一層確実に育成できる教育ICT環境の実現」をねらいとした、文部科学省の構想

学習状況に応じた「個別学習」が充実

小・中学校のオンライン交流会が実現

市ホームページ

●学習支援システムを使った、課題の受け取り
や提出

●ビデオ会議システムを使って、ホームルーム
や授業に参加

休校時などでも、
オンライン学習で学びを継続

考えを共有しやすく、「協働学習」が充実

　中学生とのオンライン交流会では、生徒会の
方に優しく丁寧に答えてもらって、中学校へ行
くことがますます楽しみになりました。

常盤平第一小（6年）山
や ま ざ き

﨑煌
こ う き

麒さん

着脱式の
タブレットPC

●授業のプリント印刷やアンケート集計などの時間短縮
●会議や研修会にオンラインで参加が可能
　教員からは、「授業の進め方の選択肢が増えた」「事前にタブレットに学習課題
を送れるようになって助かる」「移動せずに、研修会に参加できた」との声があ
りました。

教職員の働き方改革

教室等で

オンライン交流会の感想を聞きました

　タブレットを使うことによって、自分の考
えをよりわかりやすく伝えられ、教室のどこ
にいても、誰とでも考えを共有することがで
きるようになりました。

常盤平中（2年）松
ま つ お
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汰さん

ICTを活用した学びの感想を聞きました
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ICT活用推進研究校の常盤平第一小・常盤平中の児童・生徒
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●3月21日㈰は千葉県知事選挙の投票日
●避難行動要支援者名簿への登録をお願いします
●本などを寄附して社会貢献活動を応援しよう
●（仮称）東松戸複合施設の愛称の人気投票
●新型コロナワクチン接種が始まる予定ですNo.1695
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投票できる人
　平成15年3月22日までに生まれ、続けて
3カ月以上千葉県内の同一の市町村に住所
がある（選挙人名簿に登録がある）人。

※県内の他市町村から転入した人は、前住
所地の選挙人名簿に登録されている可能
性がありますので、前住所地の選挙管理
委員会に確認してください（引き続き千
葉県内に居住している証明が必要となる
場合があります）。

市内転居した場合の注意
　2月11日㈷以降に市内転居の届け出をし
た人は、旧住所地の投票所で投票してくだ
さい。

郵便等投票制度
　身体障害者手帳等を持っている人で一定
要件を満たす場合、あらかじめ郵便等投票
証明書の交付を受け、同制度を利用できま
す。請求期限がありますので、早めに請求
してください。
請求期限3月17日㈬〔必着〕まで
※対象者や申請方法は同事務局へお問い
合わせください。

すてないで　あなたの一票　その手から（千葉県統一標語）

3月21日㈰は千葉県知事選挙の投票日です
投票時間7時～20時　問市選挙管理委員会事務局☎366－7386〔投票日当日は☎366－7222（7時～21時）〕

期日前投票
　投票日当日に仕事などの予定があって投票に行けないと見込まれる人は、期日前投票をご利用ください。

※「イオンフードスタイル（旧ダイエー）新松戸店」に期日前投票所の設置はありません。

現在松戸市に住所がある人

多くのご意見ありがとうございました
市役所機能再編整備基本構想（案）
のパブリックコメント（意見募集）
手続き実施結果を公表します

公表内容寄せられた意見の概要、意見に対する市の考え方
公表日3月8日㈪　公表方法行政資料セン
ター、各支所、図書館（本館・分館）、ま
つど市民活動サポートセンター、財産活用
課、市ホ―ムページで
問財産活用課☎366－7316

投票所入場整理券が変わりました
　今回の選挙から投票所入場整理券が「はがき」か
ら「封書」に変わりました。封筒には同じ世帯の全
員分の投票所入場整理券が入っています。投票日当
日に投票する場合は、自身の氏名が記載されている
投票所入場整理券をお持ちください。投票所入場
整理券を破損・紛失した場合
や、まだ届いていない場合で
も、松戸市の選挙人名簿に登
録されている人であれば投票
ができますので、投票所係員
に申し出てください。

代理投票制度
　心身の故障その他の事由により、投票所で自
ら投票用紙に記入できない人に代わって、投票
所の係員が投票用紙に代理記入します。
※投票所には点字器・点字用投票用紙を備えて
います。

選挙公報
　3月18日㈭までに、新聞（朝日・産経・千葉日
報・東京・日経・毎日・読売）の各紙朝刊に折り
込み、配付します。市役所、各支所などの公共施
設にも備えます。

開票
　3月21日㈰21時15分から、松戸運
動公園体育館で行います。当日の投・
開票速報や結果は、市ホームページで
お知らせします。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策
　選挙管理委員会では、皆さんが安心して投票
できるよう、感染拡大防止対策に取り組んでい
ます。投票の際は、マスクの着用・手指の消
毒・咳エチケットの徹底にご協力ください。

　3・4月は、就職・転勤・入学などで住所を変更する人が
最も多い時期であるため、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。詳細は同課にお問い合
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

３月14日㈰・27日㈯、4月4日㈰に
市民課窓口を臨時開設します

新たに「テラスモール松戸」に期日前投票所を設置

区分 投票の
可否等

令和2年12月3日以前から松
戸市に住所がある人

松戸市で投
票できます

他市町村
から転入
した人

令和2年12月3日
までに松戸市に転
入届け出をした人

令和2年12月4日
以降に松戸市に転
入届け出をした人

松戸市で投
票できませ
ん※

期日前投票所（1階もしくはエレベーターが設置されています） 投票期間
市役所本館2階大会議室(新館のエレベーターで2階へ。
新館と本館の連絡通路に車いす用階段昇降機があります)

3/ 5㈮～20㈷
8:30～20:00

常盤平市民センター 1階　第1会議室

3/13㈯～20㈷
8:30～20:00

小金支所（ピコティ西館） 小金保健福祉センター3階　待合室
小金原市民センター 2階　会議室
六実市民センター別館 2階　第1会議室
馬橋集会所（王子神社内） 1階　集会室
新松戸市民センター 3階　第2会議室
総合福祉会館 1階　ロビー
東部クリーンセンター 管理棟1階　大会議室
ヨークプライス五香店 2階　衣料品売場奥

3/13㈯～20㈷
10:00～20:00

イトーヨーカドー八柱店 地下1階　フードコート横催事場
プラーレ松戸 6階　パティオ
テラスモール松戸 4階　北モールエレベーターホール

音声案内により、相談内容に応じて担当部署に直接おつなぎする「松戸市新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル」をご利用ください。
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火災から命を守るために
たばこ灰皿には水を張って使用し、完全に
消火しましょう。「灰皿に吸殻を溜

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。
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。
電気機器 燃えやすいものを近くに置かな
いよう整理整頓しておきましょう。使用し
ない時は電気プラグを抜いておきましょ
う。
放火 家や事業所の周りは整理整頓し、燃
えやすいもの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。

火災を拡大させないための対策！
●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に、カーテンや
じゅうたんなどは防炎品を使用しましょ
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、
隣近所の協力体制をつくりましょう

　2020年中の火災件数は102件で、主な原因は「たばこ」「こんろ」「電気機器」でした。
建物火災が火災全体の約67%、その他火災は約27%、車両火災は約6%を占めています。

2020 年度全国統一防火標語「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」

3月1日㈪～7日㈰ 春の火災予防運動春の火災予防運動

問消防局予防課☎363－1114

主な火災原因
2020年 2019年

たばこ 21件 放火の疑い 18件
こんろ 18件 こんろ 18件
電気機器 7件 たばこ 15件

※2020（令和2）年12月31日現在

千葉県明るい
選挙シンボル
キャラクター
せんきょ君



市などからのお知らせをお伝えするコーナーです。協働 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　

　

年1回発行の、2021(令和3)年度版
｢家庭ごみの分け方出し方」のチラシを
広報まつど3/15号と共にお届けします
　3/15㈪から、市役所・各支所・各市
民センター・行政サービスセンターで
も配布します 家庭ごみ相談コールセ
ンター 0120－264－057またはIP
電話☎050－5358－9687（有料）

①令和2年分確定申告（申告所得税・
贈与税・個人事業者の消費税）の申
告・納付期限②令和3年度市民税・県
民税の申告期限は4/15㈭まで延長され
ました
①松戸税務署☎363－1171②市民

税課☎366－7322

矢切特別緑地保全地区緑地管理協定
書(案)の縦覧
日3/15㈪まで（閉庁日を除く）8時30分
～17時縦覧場所みどりと花の課 同課
保全班☎366－7378

松戸市こどもモニター募集
委嘱期間4/1～2022(R4)/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（予定）対4月に小学6年
生になる人募集人数 5人程度申3/17㈬
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

会計年度任用職員（①高齢者に対する
運動指導②用地交渉専従職員）募集
任用期間4月～2022(R4)年3月
勤務日㈪～㈮の内、週4日9時～17時
（休憩45分）資格①理学療法士②補
償業務管理士、1級建築士または宅地
建物取引士など時給①1,460円（別途
交通費・賞与支給、雇用保険・健康保
険・厚生年金適用）②1,270円（別途
交通費支給）募集人数各1人申②3/19
㈮〔必着〕までに、履歴書と所持資格
などの写しを直接または郵送で〒271
－8588松戸市役所別館2階　道路建設
課（☎366－7373）へ　※後日面接あ
り ①高齢者支援課地域包括ケア推進
担当室☎366－7343

矢切「四季の道」で花壇を管理する
ボランティアを募集
所在地下矢切（坂川沿い、矢切橋から
下流に約150m）1区画の大きさ約3m×
約5m定若干名（抽選）申3/19㈮まで
に、電話またはFAX、Eメールに氏名・
連絡先を記入して、文化観光国際課☎
366－7327、 711－6387、 mc
kankou@city.matsudo.chiba.jpへ

令和3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
の紹介はしません申3/15㈪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

奨学金と研究機関などへの助成のご案内
奨学金 対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
①9人②7人給付月額①1万5千円②3万
円（ともに返済不要）研究機関 対県内
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 申5/6
㈭〔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

3月の松戸競輪開催日程
本場開催19㈮～21㈰（FⅡナイター）
場外開催 11㈭～13㈯京王閣（FⅠナイ
ター）、11㈭～14㈰大垣記念（GⅢ）、
12㈮～14㈰広島（FⅠ）、19㈮～21㈰
宇都宮（国際自転車競技支援GⅢ）　※
3/7㈰までの場外発売を中止していま
す。詳細は松戸けいりん
ホームページをご覧くだ
さい 公営競技事務所
☎362－2181

住宅リフォーム①相談②市民講座
日3/13㈯①10時～13時、14時～16
時②13時～14時会八柱市民センター
松戸住宅リフォーム相談員協議会☎

365－5252

入園・入学準備。マスクとコップ袋を
作ろう！
日 3/5㈮12時～14時会明市民セン
ター定先着15人持はさみ費800円申
直接または電話で同センター☎368－
6700へ

NPO・市民活動よろず相談室「NPO
法人・一般社団法人どっちを選ぶ？
法人格取得ノウハウ集中セミナー」
日3/7㈰14時～16時会新松戸市民活
動支援コーナー講 まつど市民活動サ
ポートセンター副センター長対NPOや
市民活動の団体運営に関わっている人
定先着15人申電話またはEメールで
同センター☎365－5522、 hai_
saposen@matsudo-sc.comへ

ふれあい教室「朗読をきくかい」
日3/10㈬10時～11時30分会ふれあい
22内松戸朗読奉仕会による短編・エッ
セーなどの朗読対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

(公社)松戸市シルバー人材センター
入会説明会
日①3/11㈭②3/16㈫各10時から会市
民会館対臨時的・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（②は女性のみ）定各先着40人申
同センターホームページの入会申し込
みフォームまたは電話で同センター☎
330－5005へ

野鳥観察会（江戸川ふれあい松戸川）
日3/13㈯7時50分松戸駅東口デッキ上
集合、11時30分頃現地解散〔雨天時
は集合場所で開催可否を決定〕持筆記
用具、観察用具など費100円（別途交
通費）申当日集合場所で (公財)松戸
みどりと花の基金☎710－2851

NPO・市民活動よろず講座「無料で
簡単に作れるWEBサイトのはじめ方｣
日3/19㈮15時～17時会まつど市民活
動サポートセンター講同センター長対
NPOや市民活動の運営に関わっている
人定先着5人持Wi–Fiに接続できるパ
ソコン申電話またはEメールで同セン
ター☎365－5522、 hai_saposen
@matsudo-sc.comへ

男女共同参画市民企画支援事業
松戸のパパ集合！松戸パパサミット＆
パパフォーラム〔オンライン(Zoom）
開催〕
日 3/14㈰10時～12時内コロナ禍に
おける子育てと仕事の両立などについ
て、男性ならではの悩みを共有する
講 NPOファザーリング・ジャパン理
事・林田香織氏対子育て中の男性や
子育てに興味のある人定先着30人申申
し込みフォームで NPO松戸子育て
さぽーとハーモニー☎
080－7364－4999、
event@m-harmony.

org

｢高齢者を狙う悪質商法」から身を守
る勉強会
日3/16㈫13時～14時30分会古ケ崎市
民センター定先着40人申電話で明第2
西高齢者いきいき安心センター☎382
－5707へ

保護者のための「就職講座」
日3/19㈮14時～15時30分会勤労会
館内近年の就職状況他対専門学校・短
大・大学生または既卒で就職をしてい
ない人の保護者定先着20人申電話でま
つど地域若者サポートステーション☎
703－8301へ

【オンライン(Zoom)開催】千葉大学
園芸学部が21世紀の森と広場で実施
した、樹林地の保全活用についての
調査研究成果を発表・展示します
発表会 日3/20㈷10時～12時定先着60
人申Eメールで同大学・柳井 yanai@
faculty.chiba-u.jpへ 展示 日3/22㈪
12時～3/31㈬12時会市役所1階連絡
通路

教育委員会会議
日3/11㈭14時から会京葉ガス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

採用日6月1日㈫　
※�受験資格などの詳細は、受験案内書をご覧ください。受験案内書は、3月
15日㈪まで市ホームページからダウンロードまたは直接人事課（土・日
曜を除く）で配布します。
3月15日㈪〔消印有効〕までに、郵送で

　登録することで、災害時に自力で避難す
ることが困難な人の情報を、市や町会・自
治会など避難を支援する人の間で共有し、
地域の中で速やかに避難や安否確認などが
行われるようになります。名簿には本人があらかじめ
登録する必要があります。
対象災害時に自力で避難ができない人（要介護認定が3
以上、障害がある、65歳以上の一人暮らしなど）
登録方法市ホームページからダウンロードできる申請
書を地域福祉課へ　
※�申請書の郵送を希望する場合は電話で同課☎366－
3019へ。

�登録に関すること地域福祉課☎366－
3019、 366－1392

　�防災行政全般危機管理課☎366－7309、
368－0202

市職員を募集します市職員を募集します 避難行動要支援者名簿への
登録をお願いします人事課人事班☎366－7306

申し込みフォーム

同ホームページ

市ホームページ 市ホームページ

試験区分 募集
人数 受験資格

行
政
職

民間企業等職務経験者
保育士 10人

程度

1962(昭和37)年4月2日から1991(平成3)年4月1日までに生
まれ、保育士登録を受けている人で、保育士資格または幼稚園
教諭の資格免許状取得後に、その資格免許に関する職務経験が
2021(令和3)年2月28日現在で、直近10年中3年以上ある

保育士 1991(平成3)年4月2日以降に生まれ、保育士登録を受けている

障
害
者
（
事
務
職
）

上級（大学を卒業）
5人
程度

1971(昭和46)年4月2日以降に生まれ、通常の勤務時間に勤務
することができ、次のいずれかに当てはまる人◦身体障害者福祉
法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている◦都道府
県知事または政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受け
ている◦児童相談所等により知的障害者であると判定された◦精
神保健および精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神
障害者保健福祉手帳の交付を受けている

初級〔義務教育課程
以上（大学を除く）
を卒業〕

講座・講演・催し

会議

お知らせ
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同ダイヤル 0120－415－111〔8時30分～17時（土・日曜、祝・休日を除く）〕　



新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報まつどに掲載している内容などが変更または中止となる場合がありますのでご了承ください。

※1人で複数人分の申し込みはできません。　※受付開始時間に定員を超えた場合はその場で抽選。　※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

松戸地域職業訓練センター前期講座受講者募集
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要申込

講座名 日時 定員（先着） 受講料
（　）内は会員事業所の料金

日商簿記3級受験講座〔全13回〕 4/8～5/27の㈪㈭9:30～12:30（4/29、5/3を除く） 20人 22,000円（20,000円）
日商簿記2級受験講座〔全14回〕 7/10～10/16の㈯10:00～16:00（8/14を除く）　 20人 39,000円（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〕 6/20㈰・26㈯・7/4㈰・10㈯・17㈯各9:00～17:00 20人 44,000円（36,000円）
左官1級・2級技能検定事前講座（学科コース）〔全4回〕 8/24㈫～27㈮18:00～21:00 20人 5,500円
宅地建物取引士受験講座〔全35回〕 4/15～8/24の㈫㈭18:30～21:00（4/29、5/4、7/22を除く） 20人 55,000円（50,000円）
行政書士受験講座〔全30回〕 4/19～8/4の㈪㈬18:30～21:00（5/3・5を除く） 20人 50,000円（45,000円）
マンション管理士・管理業務主任者受験講座〔全27回〕 8/18～10/20の㈪㈬㈮18：30～21：00（9/20を除く） 20人 50,000円（45,000円）
やさしい中国語会話講座〔全12回〕 5/11～7/27の㈫19:00～20:30 20人 14,000円
スペイン語入門講座〔全12回〕 5/10～7/26の㈪10:30～12:00 20人 14,000円
スペイン語初級講座〔全12回〕 5/10～7/26の㈪13:00～14:30 20人 14,000円
かんたん英会話講座〔全10回〕 4/19～6/28の㈪10:00～11:30（5/3を除く） 25人 11,000円
英会話基礎講座〔全10回〕 4/20～6/29の㈫10:00～11:30（5/4を除く） 25人 11,000円
英会話初級講座〔全12回〕 4/7～6/30の㈬13:00～14:30（5/5を除く） 25人 14,000円
英会話中級講座〔全12回〕 4/7～6/30の㈬10:00～11:30（5/5を除く） 25人 14,000円
韓国語入門講座〔全12回〕 4/2～6/25の㈮13:30～15:00（4/30を除く） 25人 14,000円
韓国語初級講座〔全12回〕 4/2～6/25の㈮11:45～13:15（4/30を除く） 25人 14,000円
韓国語中級講座〔全12回〕 4/2～6/25の㈮10:00～11:30（4/30を除く） 25人 14,000円
陶芸入門講座〔全12回〕 4/1～6/24の㈭10:00～12:30（4/29を除く）　 18人 13,000円
実用書道講座〔全12回〕 4/3～6/26の㈯10:00～11:30（5/1を除く） 25人 13,000円

市民農園利用者を募集
みどりと花の課☎366－7378

利用期間契約日から2年間（継続可）
1区画面積15㎡
対象市内在住・在勤の世帯（1世帯につき
2区画まで）

電話で各農園主へ

農園名 所在地 使用料
（1 区画、1 年）

募集
区画数 農園主 電話番号

スダカ市民農園 六実１の61 9,000円 5 駿
す だ か

高 710－4203
たかはし市民農園 六実1の54の6 9,000円 7 高橋 387－7037
すずき市民農園 新松戸7の54 9,000円 3 鈴木 341－3882
げんき農園 根木内361 12,250円 4 梅澤 341－0222
きうち市民農園 金ケ作290の3 9,000円 7 木内 04－7176－7164
なかむら市民農園 旭町2の512の4 9,000円 1 中村 344－4347
さくら市民農園 旭町2の223 9,000円 5 鈴木 341－2220
おおかわ市民農園 八ケ崎5の27の3 12,000円 8 大川 341－5504
かわかみ市民農園 和名ケ谷695 9,000円 7 川上 391－0647
ゆあさ市民農園 紙敷1185の4 9,000円 2 湯浅 391－2081
サン市民農園 旭町3の850の1 9,450円 5 恩田 341－1973
さかい市民農園 幸谷594の1他 12,000円 10 酒井 347－7115
とびさわ市民農園 高塚新田394の1 9,000円 5 飛

とびさわ

澤 391－0468
源七市民農園 大橋100他 9,000円 14 髙橋 070－4349－1420
ほうきや市民農園 樋野口484他 12,000円 5 堀切 362－5560
とのうち市民農園 中金杉1の159他 12,000円 26 鈴木 343－8822
あさひ市民農園 旭町3の994他 9,000円 5 中村 344－0957

　本の成り立ちや人々との関わり、時代とともに変化する形態な
どについて、出版・印刷の歴史を交えてお話しします。
配信期間3月10日㈬ 9時～24日㈬17時
開催方法YouTubeでの動画配信
※URLは申し込み後にEメールでお知らせします。
講師千葉大学附属図書館長・竹内比

ひ ろ や

呂也氏
費用無料　※受講にかかる通信費は自己負担です。

3月1日㈪9時から3月17日㈬までに、ちば電子申請サービスで

ちば電子申請
サービス

市立図書館☎365－5115

図書館活用講座図書館活用講座 要申込

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室
同館☎368－12373月の番組

投影日3月の土・日曜 、祝・休日　定員各先着40人
費用各50円（65歳以上、中学生以下、障害者手帳などを持つ人とその人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2階で受け付け

キッズ＆ジュニアアワー ふたご座のおはなし
開始時刻13時30分、14時30分（各20分）
内容星と星座にまつわる子ども向けのやさしい話

一般投影 宇宙の食卓リポート～最新宇宙食事情～
開始時刻10時30分（文字解説付き）、15時30分（各40分）
内容宇宙での食べ方や必要な栄養など、最新の宇宙食事情を紹介

問市民自治課☎366－7318

　不要になった本などの買取査定額を寄附として受け付け
る活動「c

チ ャ リ ボ ン

haribon」の対象に、「松戸市協働のまちづくり基
金」が加わりました。この基金は、市内で地域課題の解決
のために活動する団体を支援する市民活動助成制度の原資
になります。ぜひご協力をお願いします。

寄附の流れ
●charibonホームページ→「松戸市協働のまちづくり基金」→「本で
寄附する」から申し込む
●三辺合計が160cm以下の段ボールを用意し、重量25kgまでの商

品を梱包し、自宅に集荷に来る宅配業者に渡す
※伝票は不要です。
※集荷後のキャンセルはできません。
※対象物品5点以上で送料無料（5点未満の場合は、1箱につき500円分が査定額

から差し引かれて寄附されます）。
●㈱バリューブックスが査定して、買取額が寄附されます

寄附の対象にならない本があります
●2010（平成22）年以前に出版された本（一部の専門書を除く）やISBNコードがな

い本、雑誌・コンビニコミックなどは対象外です。
※写真を送信して査定する「おためし査定」を利用できます。

いらなくなった本などを寄附して、
社会貢献活動を応援しよう！

オンライン
配信
本の歴史をたどる〜出版、印刷の成り立ちと変化〜本の歴史をたどる〜出版、印刷の成り立ちと変化〜

要申込

charibon
「松戸市協働の
まちづくり基金」
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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（右記QRコード）をご覧ください。

期間1年間（パソコン・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。　※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100d

デシベル

B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。
定員各先着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。

3月3日㈬9時から、直接または電話で障害者福祉センター
☎383－7111、 383－7810へ

障害者福祉センターふれあい教室
参加者募集 要申込

講座名 曜日 時間
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

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

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

①小金原②常盤平各老人福祉センター
クラブ活動の会員を募集 要申込

クラブ名 活動日時 定員（抽選）

①
小
金
原

編み物 第1～3㈬9:00～12:00 5人

華道 第1・2・4㈬9:00～12:00、
第4㈬13:00～16:00 若干名

書道 第1・3㈭9:00～12:00 若干名
俳句 第2・4㈮13:00～16:00 2人

クラブ名 活動日時 定員（先着）

②
常
盤
平

華道（龍
りゅうせい

生派） 第2・4㈫ 9:30～12:00 若干名
書道（経験者） 第1・3㈫10:00～12:00 4人
さくら（カラオケ） ㈫13:00～15:45 若干名
友
ゆうぜんせんしょく

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

ば ん ど う

東流） ㈬13:00～15:00 5人
詩吟（神

し ん ぷ う

風流） 第1・3・5㈭10:00～12:00 若干名
あじさい（カラオケ） ㈮ 9:30～12:30 2人
民舞 第1・3・5㈮13:00～16:30 5人
民謡 第2・4㈮13:00～16:30 5人
俳句 第4㈰13:00～16:30 6人
ギターとアンサンブル ㈰10:00～12:00 5人
将棋 休館日を除く毎日13:00～16:30 若干名

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2日㈫から①7日㈰②9日㈫（8日㈪を除く）までの間に、直接ま
たは電話で各老人福祉センターへ
※現在、六実高柳・東部・矢切各老人福祉センターと野菊野敬老ホー

ムは募集していません。
各老人福祉センター（小金原☎344－8270、常盤平☎382－
5125、六実高柳☎386－3478、東部☎392－3701、矢切☎368
－1508、野菊野敬老ホーム☎361－1901）

ゆうまつどの講座ゆうまつどの講座 要申込 男女共同参画課
☎364－8778

①女性活躍推進講座
検索力アップで自分のできることを増やそう
　スマートフォンやパソコンで効率的な検索方法や正しい情報
の選択の仕方について学び、インターネットに関する知識を高
めませんか。再就職や社会参画に向けた、自身のスキルアップ
に繋げましょう。
日時3月19日㈮10時～12時　対象市内在住・在勤の女性　定員
20人　講師まつどNPO協議会・齋藤和輝氏　持ち物スマート
フォン・タブレット・Wi-Fiに接続できるパソコンのいずれか、端末の充電
器、筆記用具

②人生100年時代の「新セカンドライフ」と「生き甲斐」
～これまでの「セカンドライフ論」ではもう古い！？仕事と余暇と生き甲斐を考
えてみませんか～
　仕事や子育てが一段落して自分の時間に余裕ができたのに、
生活が充実していないと感じていませんか？これからのセカン
ドライフの過ごし方を実例を交えて学び、自分らしくいきいき
と暮らす方法を考えてみましょう。
日時3月22日㈪10時～12時　対象市内在住・在勤　定員 会場 先着20人、
オンライン配信 先着30人　※詳細は市ホームページで。後日オンデマンド
配信もします。　講師東京経営短期大学経営総合学科専任講師・中溝一

か ず ひ と

仁氏
　

共通 会場ゆうまつど　費用無料
※一時預かりあり（3歳～小学2年生、各講座先着3人、要申込）

3月①12日㈮②15日㈪までに、市ホームページ・電話または
FAXに住所、氏名、電話番号、メールアドレス、年代、一時預か
り希望の場合は子どもの名前と年齢・月齢を記入して、同課☎
364－8778、 364－7888へ 市ホームページ

齋藤和輝氏

中溝一仁氏

（仮称）東松戸複合施設
愛称の人気投票を行います

問公共施設再編課☎701－5217

　応募作品433点の中から、選定委員会で候補作品5点を選定しまし
た。これらの人気投票を行いますので、ぜひご投票ください。投票結果
を参考に最終決定します。

候補作品（五十音順）
● おあしす
● カラフル
● てくてく東松戸
● ひがまつテラス
● ふらっと東松戸

※作品説明は市ホームページをご覧ください。
投票期間3月16日㈫〔必着〕まで
投票対象者市内在住
投票方法市ホームページの投票フォーム・FAX・直接（各支所可）・
郵送のいずれかで、投票したい愛称、住所、氏名を記入し
て、〒271－8588松戸市役所　公共施設再編課☎701－
5217、 701－5767へ
※投票は1人1作品まで（重複投票不可）。

市ホームページ

完成イメージ

ドミニカ共和国独立177周年記念動画が届きました

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。

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081

　ドミニカ共和国は、カリブ地域のイスパニョーラ島東部3分の2に
位置し、スペインの長い植民地時代から隣国ハイチの支配下を経て、
1844年2月27日に独立しました。今回の記念動画では、
ドミニカ共和国の伝統料理の作り方が紹介されていま
す。ぜひご覧ください。　
　詳細は、市ホームページをご覧ください。

もっと
知りたい
もっと
知りたい

ドミニカ共和国×松戸市×ルーマ
ニア

市ホームページ



　マイナンバーカードを申請していない人は、順次届くＱＲコード付き交
付申請書で、令和３年３月末までに申請をお願いします。　
マイナポイントの取得申込は令和3年9月末まで延長されます
　マイナンバーカード受け取り後、マイナポイントの申し込みをした人が
キャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物をすると、支払った額
の25％のマイナポイント（１人当たり最大5,000円分）がもらえます。
マイナポイント制度全般について

　�マイナンバー総合フリーダイヤル 0120－95－
0178〔9時30分～20時（土・日曜、祝・休日は17
時30分まで)〕または行政経営課☎366－7311

　マイナンバーカードの申請・交付について
　�松戸市個人番号カードコールセンター☎366－8178
〔8時30分～17時（土・日曜、祝・休日を除く)〕

3月は自殺対策強化月間
〜誰も自殺に追い込まれることのない松戸市を目指して〜
ひとりで悩まず相談を
　新型コロナウイルス感染症の影響で、社会生活の変化などがストレ
スになり、気づかないうちにこころの不調をきたすことがあります。
ひとりで悩まず、早めに身近な人や相談窓口に相談してください。
こころといのちの相談先（年中無休、24時間）
千葉いのちの電話☎043－227－3900�（通話料有料）
よりそいホットライン 0120－279－338（通話料無料）　
千葉県いのち支えるSNS相談
3月31日までの毎週水・土・日曜18時～21時30分
その声かけがゲートキーパーへの第一歩
　ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気付き、声をかけ、話を聞
き、必要な支援につなげ、見守る人のことです。身近な人がいつも
と様子が違うと感じたときには声をかけ、悩みを話してくれたら、
否定せずに、じっくり話を聴いて相談窓口につないでください。
悩んでいる人への接し方、各種相談先については、
市ホームページをご覧ください。
各保健福祉センター（中央☎366－7489、小金☎

346－5601、常盤平☎384－1333）
認知症サポーター養成講座（本庁） 要申込 5

3月13日㈯10時～11時30分　会場ゆうまつど　
対象市内在住・在勤　定員先着20人
電話で本庁高齢者いきいき安心センター☎363－6823へ

●ちむぐりさ―菜の花の沖縄日記―上映会　★
3/6㈯10時30分、14時30分
入場料1,000円（障害のある人は500
円、高校生以下は無料）問松戸「沖縄
とつながろう！」会・杉見☎090－
3248－3433　

市民会館
☎368−1237   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）

市民劇場
☎368−0070   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日）
※問い合わせは直接主催者へ。
※駐車場はありません。

◆秘蔵っ子カラオケ発表会
3/2㈫10時
問和田☎070－6564－5698
◆県指定無形民俗文化財万作踊りおさらい会
3/7㈰13時
問�万作踊り松戸保存会・下

しもふさ

総☎070－
5026－7039

◆ニコニコ交流音楽会～音楽をともに楽しみ街を
人を元気に！～ピアノ・篠笛・独唱・重唱・和太
鼓・御陣屋太鼓・フラダンス・合唱・オペラ独唱
3/14㈰13時20分
問�松戸音楽活動同好会代表・武石☎090
－9686－6793

※申し込みは全て当日会場で。
※マスク着用。
※３月のスポーツ推進委員主催教室はありません。

◆①火曜ヨガ②初めてのフラ
①3/9㈫・23㈫・30㈫各11時10分～12
時②3月の㈯11時10分～12時　会場常
盤平体育館　対象18歳以上　定員各先
着15人　費用各500円　問同体育館☎
386－0111
◆①ヨガ＆ピラティス②ピラティス
①3月の㈪10時～10時50分②3/12㈮・
19㈮・26㈮各10時～10時50分�会場小
金原体育館　対象18歳以上　定員各先
着16人　費用各500円　問同体育館☎
341－2242

森のホール21 チケットセンター
☎384−3331

受付時間…10時～19時
休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日）
※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/
◆N

ニ コ ニ コ マ ン

ICONICOMAN♪A
ア ー テ ィ ス ト

RTIST
松戸市民の助け合い広場♪ピアノ演奏
3/4㈭14時　会場小ホール　費用全席自
由750円　
◆バトンパスコンサートvol.5
3/5㈮19時15分　会場小ホール　費用
全席自由2,500円　※小学生以下保護者
同伴の場合は無料。

認知症サポーター養成講座（小金） 要申込 5

3月18日㈭14時～15時30分　会場小金市民センター　
対象市内在住・在勤　定員先着10人
電話または申し込みフォームで小金高齢者いきいき安心センター☎374－5221へ

介護者のつどい 要申込
3月25日㈭10時～11時　会場馬橋市民センター　
対象介護をしているまたはしていた人　定員先着10人
電話で馬橋西高齢者いきいき安心センター☎711－9430へ

介護予防体操教室（馬橋） 要申込 5

4月①6日㈫②13日㈫各14時～15時30分　会場①馬橋東②八ケ崎各市民センター
対象馬橋地域在住の65歳以上　定員先着①25人②35人　
持ち物飲み物、フェイスタオル　※体操中もマスク着用。�※参加は1カ月に1回まで。
3月1日㈪9時から、電話で馬橋高齢者いきいき安心センター☎374－5533へ

介護予防体操教室（新松戸） 要申込 5  
4月9日㈮、5月14日㈮、6月11日㈮各10時～11時のいずれか1日　
会場新松戸市民センター　対象おおむね60歳以上または新松戸地域在住の人
持ち物飲み物、フェイスタオル　※体操中もマスク着用。　
定員20人（抽選）
3月15日㈪までに、Eメールに件名「体操教室｣・住所・氏名・電話番号・希望

日を記入して、新松戸高齢者いきいき安心センター zaishi.smt@ims.gr.jp（☎
346－2500）へ
OH!!元気体操教室 要申込 5

①4月13日㈫②5月11日㈫③6月8日㈫各10時～11時30分のいずれか1日　
会場常盤平市民センターホール� 対象おおむね65歳以上
3月19日㈮〔消印有効〕までに、往復はがきに希望日時の番号を第2希望まで

（どちらでもよい人は④を記入)・住所・氏名（ふりがな)・電話番号・緊急連絡
先の有無・返信用宛て名を記入して、〒270－2261松戸市常盤平2の24の2のC
の5　常盤平地域包括支援センター（☎330－6150）へ

健康ファイル まつど健康マイレージ付与…

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）
※駐車場は大変混雑いたします。電車・バスをご利用ください。　※チケットが完売している場合には、ご容赦ください。

  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

6㈯ 15:00 松原・小嶋門下　門下生ピアノ発表会 松原☎080－5698－3662

小
ホ
ー
ル

5㈮ 19:15
バトンパスコンサート松戸公演vol.５
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�　★

佐藤☎090－6721－0315

18㈭ 14:00 松戸声楽勉強会　春のよろこびコンサート 五
ご み

味☎080－3426－7597

白井聖地公園行き季節バスを運行しますマイナポイントを申し込むにはマイナポイントを申し込むには
3月末までにマイナンバーカードの3月末までにマイナンバーカードの

申請が必要です！申請が必要です！
白井聖地公園行き（往路）

停留所 五香駅
西口

旧六高台
病院

六実駅
入口

運賃 現金 630円 550円 510円
ICカード 629円 546円 504円

時刻

8時 00　30 05　35 10　40
9時
10時 50 55
11時 20 25 00　30
12時
13時 40 45 50
14時
15時

五香駅西口行き（復路）

停留所 白井聖地公園

運賃 往路区間と同額

時刻

8時
9時
10時 00　30
11時
12時 50
13時 20
14時
15時 40

運行日3月19日㈮～21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

※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

◆松戸国際高校演劇部自主公演
3/25㈭18時
問�松戸国際高校・諸

もろおか

岡☎386－0563
◆総の国童謡音楽祭2021　★
3/27㈯18時40分
問�音・音楽フォーラム松戸☎090－
9372－4551

◆総
ふさ

の国童謡音楽祭2021
3/27㈯18時40分　会場市民劇場　費
用全席自由1,800円（当日2,000円）、中
学・高校生900円（当日1,000円）
◆及川光博ワンマンショーツアー2021
『S

ソ ウ ル

OUL　T
ト ラ ベ ラ ー

RAVELER』
４/3㈯16時　会場大ホール　費用全席
指定8,600円　※未就学児入場不可。
◆映画「一粒の麦　荻野吟子の生涯」
上映会（3月19日の振替上映）
5/28㈮10時30分、14時　会場小ホー
ル　費用全席自由1,200円（当日1,500
円）　※小学生500円、中学生1,000円
で当日販売のみ。

6

市ホームページ

県SNS相談

申し込みフォーム

詳細は
こちら

マイナポイント

広報まつど　2021（令和3）年3月1日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報まつどに掲載している内容などが変更または中止となる場合がありますのでご了承ください。



●ターゲットバードゴルフ体験教室
日3月の㈪9時～12時会千駄堀スポーツ
広場定各先着5人問ウイングメイト・
八
や も と

本☎080－6659－1621
◆健康麻雀
日3月の①㈪②㈭③㈯の各12時15分～
17時会①松飛台市民センター②もとや
ま会館（新京成五香駅下車) ③六実市
民センター費各1,000円申電話でNPO 
メーク・小

こ が ね や

金谷☎090－6187－5060へ
◆司法書士法律相談会
日3/13㈯・27㈯各10時～15時会松戸
商工会議所（松戸駅下車）定各先着4人
申電話でちば司法書士総合相談センター
☎043－204－8333へ
●歌謡体操（体と脳の活性）
日3/9㈫・16㈫各15時～16時会新松戸
市民センター対60歳以上の女性定各先
着3人費各700円申電話で歌謡体操・小
関☎080－5718－2973へ
●理想のクローゼットの整え方
日3/11㈭10時～11時30分会市民会館
持筆記用具費500円申電話で心スッキ
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
◆不登校・ホームエデュケーションお話
交流会
日3/13㈯14時～16時30分会新松戸市
民センター定先着30人費1,000円申 E
メールで共育ステーション地球の家・熊
谷 chikyunoie.2013@gmail.comへ

●健康体操体験教室
日3/11㈭10時～11時会勤労会館対65
歳以上の女性定先着3人申電話で健康体
操もくれん・加藤☎348－0292へ
◆ひきこもりなどの問題をかかえた子ど
もを持つ家族の交流会
日3/13㈯13時～16時会五香市民セン
ター費100円申電話でひきこもりの親
の会「よっといで！｣・服部☎080－
1020－9611へ
●パッチワークキルト初心者体験講習会
〔各全2回〕
日①3/18㈭・25㈭②3/19㈮・26㈮各
10時～12時会①小金原②常盤平各市民
センター内キルトのマスクケース持要問
い合わせ費各300円申電話で小金原文化
の会・宮本☎090－7829－9474（昼
間のみ）へ
◆ともしび読書会
日3/18㈭13時～15時会ゆうまつど
持テキスト『長いお別れ』中島京子著
費200円申電話で同会・野淵☎090－
5806－2456へ
●中心から編むカギ針ベスト体験講習会
〔全3回〕
日①3/18㈭・25㈭、4/8㈭②3/19
㈮・26㈮、4/9㈮各10時～12時会①小
金原②常盤平各市民センター持要問い合
わせ費各4,125円申電話で松戸生活文化
協会・丸山☎090－4413－3507（昼
間のみ）へ

●障害年金無料個別相談会
日3/24㈬13時30分～16時30分会松戸
商工会議所本館（松戸駅下車）定先着６
人問NPOみんなでサポートちば☎070
－1541－7661（受付用）
◆シニア・初中級者テニス教室
日4月～11月（8月を除く）の㈬または
㈮の各9時～11時・11時～13時・13時
～15時のいずれか会松戸テニス倶

く ら ぶ

楽部
（金ケ作）費19,250円申3/21㈰まで
に、電話でシニアテニス世話人・原田☎
080－9983－7469へ

◆パソコン初心者講習「基本操作と名簿
作り他」
日4/30㈮までの希望日の10時～12時、
13時～15時、15時～17時会NPO快適I
Ｔ空間・松戸教室（市民劇場向かい）定
各回1人（要予約）費2,000円申電話で 
同NPO・石井☎703－7284へ
●弓道教室〔全10回〕
日5/16㈰から各13時～15時会運動公園
弓道場内弓具の使い方から的前まで対
20歳以上（大学生を除く）定先着10人
費5,000円申Eメールで松戸市弓道連盟・
竹内 p911scmasa@gmail.comへ

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、助成マークは市民活動助成事業です）
日…日時、日程　会…会場　内…内容　講…講師　対…対象　定…定員　持…持ち物　
費…費用（ …入会金） ※記載がないものは無料　申…申し込み先　問…問い合わせ先

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。　※新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、日時の変更または中止とする可能性があります。

※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
人権相談

※人権相談は法務局松
戸支局で行っています

㈪～㈮ 8:30～17:15 法務局人権ダイヤル☎0570－003－110

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
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 ㈪～㈮ 9:00～16:30 高齢者支援課☎366－1100
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）

㈪～㈮ 9:00～18:00 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☎365－9666

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 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3㈭は起業相談も）

㈫㈬㈭
（祝日・月末日を

除く）
10:00～15:00 ゆうまつど（2階）

男女共同参画課
☎364－8783

（予約優先）

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・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
から前々日の17時ま
で

広報広聴課広聴担
当室

（一般民事相談専用）
☎366－7319
※一般民事相談は
金銭・身の上・相続
等の簡単な法解釈
を要する相談

（法律・不動産・税
務・登記相談予約）
☎366－1162

（行政書士相談予
約）
行政書士相談事務
局・初

は つ み

見☎316－
1950（予約専用㈪
～㈮9時～17時）

法律相談（随時予約）

第1㈪のみ 9:00～12:00

㈪㈫㈭
（第5㈪・㈫を

除く）
13:00～17:00

交通事故相談 ㈪㈫㈭ 9:00～17:00★
行政相談 当面の間中止（再開未定）  

不動産相談（予約制） ㈬ 13:00～17:00

税務相談（予約制）
当面の間中止（再開未定） 

登記相談（予約制）

 行政書士相談（予約制） 第2㈭ 9:00～12:00

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.
※电话中文咨询时间表如左图
※Your information will be strictly 
protected.
※咨询之事保守秘密

※その他
ほか

の言
げ ん ご

語については、モバイル
通
つ う や く き

訳機（テレビ電
で ん わ つ う や く

話通訳）を利
り よ う

用して相
そうだん

談
できます。

Thu, Fri 10:00～13:00

中文 Chinese
星期一・二・三 10:00～13:00

星期四・五 13:00～16:00

Tagalog・Filipino Thu 10:00～13:00

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

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

●常盤平囲碁クラブ
日㈯㈰㈷13時～17時会常盤平市民セ
ンター内持点制による自由対局費年
8,000円 1,000円問清水☎386－
1988（昼間のみ）
●アートシップ絵画教室（鉛筆画）
日第1・3㈬13時～17時会八柱市
民センター対初心者費月2,000円

1,000円問清水☎080－6537－
9803（昼間のみ）

◆紙敷テニスクラブ（硬式）
日㈪を除く8時～17時会紙敷庭球場
費年15,000円 5,000円問柴田
ktcjimukyoku@gmail.com
◆みのり台歌謡研究会
日第1・3㈪15時～17時会稔台市民
センター費月4,000円 2,000円問山
内☎090－4715－1818
●小金南体操クラブ
日㈫15時～16時30分会小金市民セ
ンター対 50歳以上費月2,000円
1,000円問平林☎348－1701

会 員 募 集

☎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など）を案内〕。

救急医療体制  ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。
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　市では市民の皆さんができるだけ安心して接種を受けられるような方法や場所を調整し
ています。
※詳細が決まり次第、3月下旬に発行予定の広報まつど新型コロナウイルスワクチン接種

特集号や市ホームページなどでお知らせする予定です。

4月から高齢者の
ワクチン接種が始まる予定です

接種の流れ

⑤接種後15～30分程度、接種した場所で健康観察をする

接種場所
　原則、住民票所在地の市町村（住所地）の医療機関や接種会場で受けられます。
※やむを得ない事情のある人は、住所地以外でもワクチン接種ができる見込みです。

新型コロナワクチン全般のお問い合わせ
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 0120－761770
対応時間9時～21時（土・日曜、祝・休日も含む）
松戸市のワクチン接種のお問い合わせ

松戸市ワクチン接種コールセンター 0120－684－389
※上記フリーダイヤルが利用できない場合は☎︎050－5526－1081（有料）へ
対応時間8時30分～17時（平日のみ）
※3月15日㈪以降は土・日曜、祝・休日も対応予定。

採用期間4月1日～2022（令和4）年3月31日の範囲内　※ワクチン集団接種の実施状況に
より、採用期間の変更あり。
勤務日時8時30分～16時30分（週1～5日程度)　※勤務時間は応相談。
勤務場所ワクチン接種会場（市内体育館等を予定）　※配置先は応相談。
募集人数①若干名②多数
業務内容集団接種会場で新型コロナウイルスワクチンを接種する際の①接種前の予診②ワク
チン接種・薬液の充填
時給①14,000円②1,912円（共に別途交通費支給)

3月26日㈮までに、履歴書と資格証明書の写しを郵送で〒271－0072 
松戸市竹ケ花74の3健康推進課新型コロナウイルスワクチン接種担当室へ

業務内容について新型コロナウイルスワクチン接種担当室☎︎382－6360、
それ以外人事課人事班☎︎366－7306
※詳細は市ホームページをご覧ください。

※接種は一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。上記②～⑤と同じ手順
で接種してください。

※接種費用は無料です。

市ホームページ

新型コロナウイルスワクチン集団接種業務に従事する
会計年度任用職員（①医師②看護師）を募集します

不審な電話にご注意ください！
　県や市を名乗って、優先的にワクチン接種ができるなどとうそを言い、
現金や個人情報を要求する不審な電話が発生しています。
　ワクチン接種のために現金や個人情報を求めるようなことは絶対にあり
ません。不審な電話にはだまされないようご注意ください。

急募

④ワクチン接種を受ける際は、「接種券」や「事前に記入した予診票」「本人確認
書類（運転免許証、健康保険証など）」を必ず持参する　※接種当日に37.5℃
以上の発熱があるなど体調が悪い場合は接種を控えてください。

③電話で市ワクチン接種コールセンターまたは市のインターネット予約専用サイト
（準備中）で予約をする　※予約時期は広報まつどや市ホームページなどでお知
らせします。

②接種時期を確認し、ワクチン接種を受けることができる医療機関や接種会場を探す
※接種時期・場所の一覧を広報まつどや市ホームページなどでお知らせします。

①「接種券」や「予診票」などが届く

※以下の内容は2月18日時点の国のスケジュールによるものです。

人口と世帯 〔2021（令和3）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 498,376  人 〔 △ 81 〕 男 247,967  人〔 △46〕
世帯 243,183  世帯〔 144 〕 女 250,409  人〔 △35〕

市ホームページ

パソコン・スマートフォン版 モバイル版
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　年末から感染者が急増した新型コロナウイルス流行
の第3波は、1月中旬にピークに達し、1日に62人の感
染者が確認された日や、自宅療養者が300人に達する
日もありましたが、その後徐々に沈静化しています。
　人口1万人当たりの感染者数をみますと、昨年4月～5
月の第1波の時では、市川市2.3人、松戸市・船橋市1.9
人、柏市0.9人でしたが、第3波（2月17日現在）では、
船橋市43.1人、市川市40.9人、柏市38.5人、松戸市
34.0人と、第3波においては近隣市と比較しても松戸市
は少ない感染者数で推移することができました。これも
市民の皆さんが一体となって感染予防に努め、クラス
ター（集団感染）の発生を抑えることができたからでは
ないかと思っています。心より感謝申し上げます。
　新型コロナウイルスのワクチン接種については、2月
14日にファイザー製のワクチンが国内で初めて承認さ
れ、2月17日から医療従事者を対象とした先行接種が、
全国の医療機関で始まりました。新型コロナウイルス感
染症の打開策として期待されるワクチン接種ですが、
松戸市民約50万人が1人2回接種すると合計100万回の
接種が必要であり、これを数カ月で実施するためには、
大変多くの医師や看護師のご協力が不可欠です。
　また、接種会場については、一度に多くの方が接種
可能で交通の利便性を考慮すると、松戸駅近くの商業
施設や松戸運動公園体育館、市内に45校ある小学校
の体育館の他、かかりつけの病院など、できる限り数
多くの接種会場を確保したいと思っています。そし
て、多くの方に予防接種を受けていただきたいと思っ
ています。集団免疫を獲得するためには市民の7割ぐ
らいの方がワクチン接種を受ける必要があるともいわ
れています。ぜひご理解ご協力をお願いします。
　市では、ワクチン接種についてのお問い合わせ窓口
となるコールセンターを設置しています。今後の接種
スケジュールや接種方法などについてお答えしますの
でご活用いただければと思います。
　さて、松戸市に明るいニュースが飛び込んできまし
た。3月19日に開幕する選抜高等学校野球大会に専修
大学松戸高校の出場が決定しました。甲子園では千葉
県代表としての誇りを胸にはつらつとしたプレーで

「専松旋風」を巻き起こし、市民の皆さんに元気と感
動を与えてくれることを期待しています。みんなで

「専松」を応援しましょう！

　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

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。また、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

新型コロナワクチンの接種体制構築に向けて

　感染リスクが高いのは、マ
スクを外す飲食時。マスク
を外して会話すると飛沫が飛
び、それを相手が吸い込んだ
り、粘膜についたりして感染
します。
　症状がなくても感染させる
可能性もあります。会話は食事が終わって、マスクを
つけてからにしましょう。

健康福祉政策課☎︎704－0055

お食事中は黙
も く し ょ く

食で
ノーマスクでの会話は控えてください

※黙食とは会話をせずに食事をすること。


	広報まつど1面_0218-1
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