
2月1日㈫から
ごみの分別区分が変わります！
2月1日㈫から
ごみの分別区分が変わります！

「家庭ごみの分け方出し方」と
「地区割表」を1月31日㈪までに
全戸配布します

スマートフォン用アプリ「さんあ～る」
　ごみの分別方法を検索でき、プッシュ通知で
収集日を通知する機能があります。詳細は市
ホームページで。

市ホームページ

市ホームページ

　松戸市家庭ごみ相談コールセンター
　　　0120－264－057、☎050－5358－9687（有料）
問

地区割表令和4年度版家庭ごみの分け方出し方

　「家庭ごみの分け方
出し方」に掲載しきれ
ない情報をイラスト付
きで分かりやすく掲載
したガイドブックです。
市ホームページから
ダウンロードできます。

市ホームページ

配布開始日1月17日㈪　
配布場所市役所・各支所・各市民センター
※1月15日㈯に新聞折り込みで配布しています。
※英語・中国語・ベトナム語・韓国語版は、3月1日㈫から市役
所・各支所で配布します。

松戸市ごみ処理ガイド
（令和4年度改訂版）

　地域によってごみを回収する曜日が異なります。特に隔週で収集する
資源ごみの「紙類・布類」と「ビン類・缶類（飲食用）」は収集日を地区
割表でご確認ください。地区割表は、市ホームページからもダウンロード
できます。
※分別変更による基準日（「不燃ごみ・資源ごみ・有害などの
ごみ」の収集日）の変更はありません。

※英語・中国語・ベトナム語・韓国語版の「令和4年度版
家庭ごみの分け方出し方」は、1月17日㈪から市役所・
各支所・各市民センターで配布します。

「粗大ごみ」から「不燃ごみ」に変更する7品目

区分変更のポイント

※集積所に出せるようになります。

資源ごみの「紙類・布類」と「ビン類・缶類（飲食用）」
「陶磁器・ガラスなどのごみ」 資源ごみの「金属製品類など」と「小型家電」
粗大ごみの一部（7品目）

不燃ごみ

不燃ごみ

隔週で交互に収集

●風呂のふた  畳んでまとめてひもで縛る

●アイロン台  脚を畳む（畳めない物で50cm以上は粗大ごみ）

●カーペット類  4.5畳まで（畳んでひもで縛る）

●電子レンジ  50cm未満

●衣装ケース類  80cm未満（1回に1個まで）

●座布団  80cm未満　　　　●クッション  80cm未満

より詳しい分別方法は
冊子・アプリで確認
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●ワクチン接種3回目用接種券送付のご案内
●市民税・県民税の申告はお早めに
●令和4年度 景観表彰の候補者を募集します
●若者向け消費者啓発キャンペーン
●市主催の就職イベントNo.1724

1/151/15
2022（令和4）年

　「粗大ごみ」「不燃ごみ」「有害などのごみ」
をまとめて処理する施設として建設中です。
それに伴い、4月1日㈮から粗大ごみの持ち
込み先が同センターに一元化されます。 建設中の松戸市リサイクルセンター

　市ホームページでは、今回のごみの分別区分・
収集体制の変更のポイントを動画などで紹介して
います。ぜひご覧ください。

市民説明会用資料や
“5分でわかる！”説明動画で配信中

市ホームページ

決定

（仮称）松戸市リサイクルプラザの正式名称が

「松戸市リサイクルセンター」に
分別区分・収集体制の変更のポイントを解説！

松戸市ごみ減らし
シンボルキャラクター

「クリンクルちゃん」

発行／松戸市　編集／広報広聴課 
〒271－8588 松戸市根本387の5

047－366－1111（代表） 047－363－3200
https://www.city.matsudo.chiba.jp/



ひとり親世帯生活支援特別給付金の
申請はお済みですか？

　公的年金受給や所得超過などの事情により、令和3年4月分の児童扶養手当
を受給していないひとり親世帯は同給付金の対象となる場合があります。給
付金の支給要件に該当する場合、申請が必要です。
支給額児童1人当たり5万円　
対象平成15年4月2日以降に生まれた子を養育し、以下のいずれかに該当する
ひとり親世帯（所得制限あり）
●遺族年金、障害年金などを受給していて令和3年4月分の児童扶養手当を受
給していない●新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するな
ど、収入は児童扶養手当の基準額内となっているが令和3年4月分の児童扶養
手当を受給していない　※その他に令和3年度一定所得以下の子育て世帯を対
象とした給付金として、「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外
分）」や「松戸市子育て世帯生活応援特別給付金」などがありますが、同時に
受給することはできません。条件などの詳細は市ホームページ
をご覧ください。

2月28日㈪〔必着〕までに、必要事項を記入した申請書（市
ホームページでダウンロード可）と添付書類を直接または郵送
で〒271－8588松戸市役所　子育て支援課児童給付担当室へ

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。

市ホームページ
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子育て支援課児童給付担当室☎366－3127

松戸駅周辺地区都市再生整備計画の
事後評価シート（原案）に対する

意見を募集します
公表日1月17日㈪から　
公表方法市ホームページまたは街づくり課で
意見の提出方法1月31日㈪〔必着〕までに、書面に住所・氏名・表
題「松戸駅周辺地区都市再生整備計画事後評価シート（原案）」を 
記入して、持参・郵送・FAX・Eメール・市ホームページ専用フォーム 
のいずれかで、〒271－0072松戸市竹ケ花136番地の
2竹ケ花別館3階　街づくり課 382－5808、
mcmachidukuri2@city.matsudo.chiba.jp（☎
366－7376）へ 市ホームページ

同センター医事課☎712－0528
　出産入院時の費用等の個室使用料・お産セット・オムツ代などについ
て、平成3年の消費税法改正により非課税扱いとすべきところ、誤って 
課税扱いとしていたことが判明いたしました。このため、民法上の時効の
規定（10年）に基づき、消費税相当額を返金いたします。ご迷惑をお掛け
した皆様にお詫び申し上げます。
対象出産などで総合医療センター（旧市立病院含む）を平成23年5月28
日から令和3年5月末日までに退院した患者さん
※令和3年12月下旬に通知を送付しましたが、転居などにより

届かない患者さんがいます。心当たりがある患者さんはお問
い合わせください。

※詳細は同センターホームページをご覧ください。

出産入院時出産入院時のの費用等費用等のの消費税消費税
課税誤り分課税誤り分を返金いたしますを返金いたします

総合医療センター（旧市立病院含む）での

同センター
ホームページ

監査の対象
　総務部（7課）・選挙管理委員会事
務局・総合政策部（7課）・会計課・
市議会事務局（2課）・財務部（9課）

監査の結果
　監査の結果は、監査した限りにお
いて、おおむね適正に執行されてい
るものと認められた。

　令和3年8月27日から令和3年10
月14日までの期間に実施した定期
監査結果の概要を公表します。

　監査結果の全文は、行政資料センター・図書館本館・市ホームページで閲覧
できます。

令和3年11月18日
松戸市監査委員　高橋　正剛

同　　　　三好　　徹
同　　　　高橋　伸之
同　　　　大塚　健児

監査結果を公表します
監査委員事務局☎366－7385

　届いた接種券は必ず中身を確認してください。接種の予約方法
は、接種券に同封される案内をご覧ください。6月（医療従事者は
8月）に2回目の接種を終えた人には1月19日㈬に、7月（医療従
事者は9月）に2回目の接種を終えた人には1月24日㈪に接種券を
発送します。※医療従事者は、接種券付き予診票で接種した人を
対象とします。

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
0120－684－389、☎050－5526－1081（有料）

接種券が届かなかった人は別途申請が必要です
　2回目の接種後に市外から転入してきた場合など、
市に接種済みの情報が入っていない人は、接種券が
送付されません。接種券の送付や再発行を希望する
場合は市役所新館9階窓口もしくは郵送申請をお願い
します。

　ワクチン接種に関する予約、キャンセル、変更などの手続きを
行えます。窓口には接種券をお持ちください。
※再発行については対応できませんのでご注意ください。
※2月以降の開設日は、広報まつど2月1日号に掲載します。
窓口
各市民センター（常盤平・小金・小金原・六実・馬橋東・新松戸）、
まつど市民活動サポートセンター、ひがまつテラス
日時1月22日㈯・23日㈰・29日㈯・30日㈰各9時～16時（ひがま
つテラスのみ9時30分～16時30分）
定員各日先着50人（常盤平市民センターのみ各日先着75人）
キテミテマツド５階
日時1月17日㈪～31日㈪各10時～18時30分　定員各日先着320人

　市の集団接種会場では、武田・モデルナ社製ワ
クチンを使用します。
2月の接種会場
毎日 ●キテミテマツド（新館）●松戸運動公園
毎週日曜 ●中央保健福祉センター●六実市民センター●常盤平市民
センター●市民交流会館
毎週水～土曜 和名ケ谷スポーツセンター
 
3回目は、2回目までと異なるメーカーでも接種できます
　3回目の接種に使用するワクチンは、1月6日現在、ファイザー社
製と武田/モデルナ社製が薬事承認されており、2回
目までと異なるメーカーのワクチンを接種する「交
互接種」が認められています。　※詳細は市ホーム
ページをご覧ください。

新型コロナワクチン接種3回目のご案内

市ホームページ

コールセンター・予約サイトでも受け付けます
　電話やインターネットでも従来通り予約に関する手続きを受け
付けています。

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
0120－684－389、☎050－5526－1081 

または予約サイト 予約サイト

市ホームページ

昨年7月までに2回目のワクチン接種を終えた人
などに1月19日㈬・24日㈪に接種券を発送します

予約などの臨時相談窓口を開設します

2月1日㈫から集団接種会場を開設します 要申込

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に対す
る速やかな生活・暮らしの支援として、国から住民税均等割非課税世帯など
へ1世帯当たり10万円を支給する予定です。
　申請方法や支給時期、コールセンターの設置などについて現在調整中で
す。詳細は今後の広報まつど特集号や市ホームページでご案内します。

生活・暮らし支援臨時特別給付金担当室☎090－1676－7005（平日8時
30分～17時）

〔制度については内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コール
センター 0120－526－145（9時～20時）にお問い合わせください。〕

住民税均等割非課税世帯などへの
臨時特別給付金のご案内

広報まつど　2022（令和4）年1月15日



ひがまつ
テラス

申告に必要なもの
●市民税・県民税申告書（申告書が必要な場合は、2月1日㈫か
ら市民税課・各支所で配布、市ホームページからダウンロード
または「個人住民税試算・申告書作成システム」で申告書の作
成が可能です。特定の人には2月上旬に郵送します。　●令和3
年分給与所得の源泉徴収票または給与明細書　●令和3年分公
的年金等の源泉徴収票　●令和3年分国民健康保険・国民年金
等社会保険料控除証明書（納付済確認書）　●令和3年分生命保
険料・地震保険料・長期損害保険料の払込証明書　●その他控除
資料（医療費の明細書など）　●給与、公的年金等以外の収入が
分かる物（個人年金、配当所得など）　●本人、扶養している親
族の個人番号が分かる物　●本人確認書類　●返信用封筒（郵
送申請の場合）

※公的年金等の収入が400万円以下かつその他の所得が20万
円以下の人は、確定申告が不要です。市民税・県民税で公的
年金等の源泉徴収票に記載された控除〔社会保険料控除・扶
養控除・寡婦控除・ひとり親控除など〕以外の控除（医療費
控除・生命保険料控除等）の適用を受ける場合や、その他の
所得がある場合には、市民税・県民税の申告が必要です。

※源泉徴収の対象とならない公的年金（外国で支払われる年
金）などを受給している人は、所得税の確定申告が必要で
す。所得税の確定申告をされた場合、市民税・県民税の申告
は必要ありません。

問市民税課☎366－7322

申告書の提出期間は2月16日㈬～3月15日㈫です

市民税・県民税の申告はお早めに市民税・県民税の申告はお早めに

税務署以外の会場では市・県民税の申告・相談・作成のみ行います
所得税の確定申告書の相談・作成は行いません。確定申告書の相談・作成は、松戸税務署（☎363－1171）の申告会場で行ってください。
※完成している確定申告書は、各会場で提出できます。

令和4年度市民税・県民税申告受付会場
受付時間9時～11時30分、13時～16時（提出のみの場合は17時まで）
※土・日曜、祝日の受け付けは行いませんので、ご注意ください。
受付日2月16日㈬～3月15日㈫の平日（祝日除く）
会場
2月
●市役所本館2階大会議室
●新松戸市民センター3階
●小金原市民センター2階
●ひがまつテラス
※東部支所は、ひがまつテラス内の東松戸
支所に移転しました。

3月
●市役所本館2階大会議室
●常盤平市民センター1階（7日㈪を除く）

注意事項
●今年は矢切支所・六実市民センター・小金保健福祉センター
の開設はありません。

●各会場とも駐車場の数に限りがあるため、公共交通機関をご
利用ください。

●会場の都合により、日程を変更する場合があります。詳細は
市ホームページをご覧ください。 市ホームページ

｢税についての標語」入賞作品 松戸税務署☎363－1171、松戸間税会☎344－4895

　松戸間税会では、税を身近に感じてもらおうと、中学１年生を対象に
税の標語を毎年募集しています。今年の松戸税務署管内の応募総数は、
4,451作品（うち市内17中学校からは2,392作品）ありました。

明るい未来みんなで作ろう納税で	 根木内中学校・柴
し ば た

田裕
ゆ な

奈さん

消費税今日も誰かを支えてる	 古ケ崎中学校・高
た か は し

橋苺
も か

花さん

松戸市長賞
　

松戸市教育長賞
　　

松戸間税会金賞

松戸市長賞
　

松戸市教育長賞
　　

松戸間税会金賞

税理士による無料申告相談
期間2月1日㈫～10日㈭（土・日曜、祝日を除く）　受付時
間9時30分～15時30分　会場松戸税務署プレハブ会場　
入場整理券配付方法会場で当日配付

共通持ち物●前年の申告書などの控えや源泉徴収票など、申告に必要な書類●筆記用具
●計算機器●マイナンバーが分かる本人確認書類●銀行などの口座番号（還付金がある場合）

所得税の確定申告は
松戸税務署で

確定申告書などの作成は
国税庁ホームページで
　画面の案内に従って金額などを入力
すると税額などが自動計算され、確定
申告書が作成できます。スマートフォ
ンやタブレットでも作成できます。

※5月下旬まで松戸税務署の駐車場は使用できません。車での来署はご遠慮ください。
※マスクを着用の上、できる限り少人数で来場してください。また、入場時の検温で
37.5度以上の場合は、入場できません。

問松戸税務署☎363－1171

国税庁ホームページ

混雑（3密）回避のため入場整理券を配付します
会場への入場には「入場整理券」が必要です。
※入場整理券の配付状況に応じて受け付けを早めに締め切ることがあります。

ICカードリーダが無くてもマイナンバーカードでe-Taxが使えます

3密回避のため郵送での申告をお願いします
　申告期間は、会場が混雑します。3密を避け、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、市・県民税の申告は郵送でのご提出に
ご協力ください。
送付先申告書に住所・氏名・電話番号を記入し、必要書類を同封して〒271－8588松戸市役所　市民税課へ
※所得税（国税）の申告は、e

イータックス

-Taxでの提出にご協力ください。

消費税納めて成り立つみんなの社会	 第一中学校・千
ち ば

葉萌
も か

花さん

税金で未来の日本支えよう	 第二中学校・平
ひ ら い

井奈
な お

緒さん

考えよう暮らしを守る消費税	 常盤平中学校・岩
い わ な が

永理
り さ

沙さん

消費税納めて明日を豊かな国に	 六実中学校・大
お お ば

場咲
さ あ や

綾さん

打ち勝つぞ！コロナで苦しい今だけど僕らの税金で明るい未来
	 根木内中学校・竹

た け う ち

内大
だ い す け

祐さん

松戸市長賞
　

松戸市教育長賞
　　

松戸間税会金賞

中学生対象

確定申告書作成会場を開設
期間2月1日㈫～3月15日㈫（土、日曜・祝日を除く。ただし、2月20日㈰・
27日㈰は開設）　受付時間8時30分～16時（提出は17時まで）　会場松戸税務
署プレハブ会場　入場整理券配付方法会場で当日配付または、国税庁LINE公
式アカウントを「友だち追加」することによる事前配布

国税庁LINE
公式アカウント
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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）〕　



住民税証明書住民税証明書のの
コンビニ交付サービス開始コンビニ交付サービス開始

キャッシュレス決済を
ご利用ください

住民税証明書について市民税課☎366－7322、マイナンバーカードについて市民課☎366－7340

　夜間や休日でもマイナンバーカードを利用し
て、全国のコンビニエンスストアなどのマルチ
コピー機で住民税証明書を取得できます。
対象市に住民登録があり利用者証明用電子証明
書を登録したマイナンバーカードを持っている人
利用可能時間6時30分〜23時（年末年始とメ
ンテナンス日を除く)　
費用300円

注意事項
◦最新の年度の住民税証明書（課税・非課
税証明書、所得証明書）のみ取得可能です
◦過去の年度の証明書は窓口
または郵送申請で取得できます
※取得条件などの詳細は、市

ホームページをご覧ください。

　市役所や支所などの窓口での証明書発行の支払い
にクレジットカードや電子マネーが利用できるよう
になりました。ぜひご利用ください。
使用できるキャッシュレス決済
クレジットカード（VISA、Mastercard、JCB、
American Express、Diners）流通系電子マネー
（楽天Edy、nanaco、WAON、QUICPay＋）
交通系電子マネー（Suica、PASMOなど）

 収納課☎366－7325、市民課☎366－7340、
国民健康保険課専用コールセンター☎712－0141

ちば電子申請
サービス

　いざというとき、我が家は大丈夫？我が家のTo Do
（やるべきこと）を見える化し、具体的に「我が家の防災
ノート」を作ってみましょう。
日時2月18日㈮・25日㈮各13時30分〜15時30分
会場アートスポットまつど（キテミテまつど9階）　
講師NPOパートナーシップながれやま代表理事・青木八重子氏
対象市内在住・在勤・在学で両日参加できる人　※1月23日
㈰開催の講演会「頻発する水害・地震と感染症問題の中で考
える防災〜今、なぜ防災に女性の視点が必要と言われている
のか〜」に参加した人優先（オンデマンド配信を含む）。
定員先着15人　費用無料
※一時預かりあり（6カ月〜小学2年生、先着8人）。

2月16日㈬までに、ちば電子申請サー
ビス・電話またはEメールに住所・氏名・
電話番号・Eメール、一時預かり希望の場
合は子の名前、年齢（月齢）を記入して
男女共同参画センター☎364－8778、
mcsankaku@city.matsudo.chiba.jpへ

不安を解消！不安を解消！我が家の防災対策を
考えよう〔全２回〕要申込

防防 災災 講講 座座

各種証明書
発行窓口で 1月31日㈪

から

男女共同参画課☎364－8783

4 広報まつど　2022（令和4）年1月15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。

女性外交官の眼から見た世界＆
世界の中の女性〔全5回〕要申込

生涯学習推進課☎367－7810
　新型コロナウイルス感染症の影響により延期していた講座を改めて開催します。
　外交官として世界で活躍した皆さんに、海外のさまざまな現状に触れてきた豊富な経験と、
外交官としての確かな眼を通して感じた日本との文化的・歴史的な違いをお話しいただきます。

時間各13時30分〜15時30分　会場市民劇場（①〜④はYouTubeによるオンライン配信
あり）　対象市内在住・在勤　定員100人（抽選）

1月31日㈪〔消印有効〕までに、ちば電子申請サービスまたは往復はが
きに講座名・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・返信用
宛名を記入して、〒271－0092松戸市松戸1307の1松戸ビルヂング4階松
戸市教育委員会　生涯学習推進課（☎367－7810）へ　
※定員に満たない場合は2月1日㈫から電話で受け付け。前回申し込みした

人は再申し込み不要です。

ちば電子申請
サービス

市ホームページ

当日限定！
ライブ配信あり

日程 講演 講師
① 3/ 1 ㈫ ドイツの女性クオータ法について 青山学院大学名誉教授・関英昭氏
② 3/ 2 ㈬ 日米関係を見つめて 聖心女子大学名誉教授・関場誓子氏

③ 3/ 8 ㈫ サウジアラビアと女性達 
～イスラム世界の女性～

元スロヴェニア特命全権大使・
石
い し ぐ れ

榑利光氏

④ 3/18 ㈮ 女性の社会進出～なぜ日本は世界に
遅れているのか～

元女性人権人道担当兼北極担当特命全
権大使・白石和子氏

⑤ 3/29 ㈫ 中南米で出会った女性達 前ボリビア特命全権大使・古賀京子氏

地域経済の発展を
後押しする北千葉道路

　北千葉道路は、東京外かく環状道路と成田国際空港を最短で結ぶことによ
り、国際競争力の強化や沿線地域の交通混雑の緩和が期待される道路です。
　地域情勢を把握する研究機関が、北千葉道路の経済面からの整備効果につ
いて講演します。
日時2月9日㈬14時30分〜16時50分　会場きらり鎌ケ谷市民会館きらりホール
講師㈱ちばぎん総合研究所取締役社長・前田栄治氏
定員先着270人　費用無料

2月4日㈮までに、氏名・電話番号を電話・FAXまたはEメールで北千葉道
路建設促進期成同盟事務局（鎌ケ谷市道路河川整備課☎047－445－1449、

047－445－1400、 kitachiba@city.kamagaya.chiba.jp）へ

北千葉道路建設
促進特別講演会 子育てとジェンダー

～女の子はピンク、男の子はブルーと
思っていませんか～

　一人ひとりの子どもの個性を大切にする子育てについて、一緒
に話し合ってみませんか。　※講演中グループディスカッションが
あります。声が出せる環境で参加してください。
日時1月21日㈮10時〜12時　講師川村学園女子大学
教授・内

う ち み ざ き

海崎貴子氏　定員先着40人
1月20日㈭までに、申し込みフォームで
千葉県男女共同参画センター☎043－420－8411、

kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp
※月曜休館（祝日の場合は翌平日）。

Zoom開催

申し込み
フォーム

要申込

　旧東葛飾旅券事務所（ちばぎん松戸ビル3階）での申請受け付けは終
了していますので、ご注意ください。
所在地松戸市松戸1307の1（キテミテマツド9階）
申請受け付け・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、キテミテマツド
の休館日、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
※詳細は、市ホームページをご

覧ください。

　各証明書発行の際は、事故防止のため、本人確認を厳格に行っています。ご
協力をお願いします。
受付時間平日10時〜20時（祝・休日除く）

土曜、第2・第4日曜9時〜17時（祝日を除く）
場所新京成線松戸駅定期券売り場奥
主な取り扱い証明書●住民票の写し●住民票記載事項証明書●不在住証明書 
●身分証明書●戸籍謄抄本●除籍謄抄本●戸籍の附票の写し●不在籍証明書●各
種年金の現況証明●印鑑登録証明書●住民税証明書・住所証明書・納税証明書
（平日のみ受け付け。土・日曜、平日17時以降の申請は翌日以降の平日渡し）　
※戸籍の届出や引っ越しの手続きなど、一部受け付けていない業務があります。

松戸駅周辺の公共施設ご利用ください！

市ホームページ

平日（夜間）・土日も証明書を発行

行政サービスセンター
問行政サービスセンター☎331－8780、市民課☎366－7340

キテミテ
マツド9階

松戸駅
構内

申請から交付までの必要日数
申請内容 必要日数

新規 9日
記載事項変更 9日
査証欄の増補 7日

※必要日数に土・日曜、祝・休日、
年末年始は含みません。

Matsudo City Passport Center

松戸市パスポートセンター
同センター☎382－6722



　飲み物を購入すると、その代金の一部が市内で社会貢献活動を行
う団体に活用される「チャリティー自販機」を市内の公共施設など
に14台設置しています。
　1月より新たに2台設置しました。その他の設置場所
は市ホームページをご覧ください。
新規設置施設●ひがまつテラス（２階）●小金支所

チャリティー自動販売機がチャリティー自動販売機が
新たに2台増えました新たに2台増えました

飲み物を買って飲み物を買って社会貢献活動社会貢献活動を応援しようを応援しよう

市ホームページ

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室
同館☎368－1237

2月星空観望会 月と星雲（M42）要申込
2月5日㈯18時～20時　※この日は通常番組を休演します。
内容プラネタリウムで星空解説後、屋外で天体望遠鏡を使った星空観望
（雨天曇天の場合はプラネタリウムのみ）　
定員40人（抽選）　※中学生以下は保護者同伴。　費用無料

1月18日㈫8時30分～17時の間に、市ホームページの申し込
みフォームまたは電話で同館☎368－1237へ
※1組5人まで申し込み可（1家族6人以上の場合は応相談）。 市ホームページ

2月 児童福祉館・こども館の催し物 無料

●常盤平児童福祉館☎387－3320
プロのダンサーとダンス体験　日時 2月26日㈯14時～17時の間で1時
間程度　※2部制。どちらかに参加できます｡　対象小学生以上　定員
先着12人　申2月5日㈯9時30分から、直接同館で

市内児童館・こども館一覧
　詳細はお問い合わせいただく
か、各館ホームページをご確認
ください。
対象18歳未満とその保護者　
※小学生はよいこのチャイム
まで。

施設名 電話番号（開館日のみ)
常盤平児童福祉館

387－3320
移動児童館

根木内こども館 315－2985

野菊野こども館 331－1144

六実こども館 080－3507－3538

樋野口こども館 331－1144

森のこども館 080－7323－9980

市民自治課☎366－7318

各館ホームページ

　犯罪や非行に対しての中学
生の思いや考えたこと・感じ
たことをつづる作文コンテス
トを実施し、12月17日㈮に
入賞作品の表彰式を行いまし
た｡　※市内中学校の作文コ
ンテスト入賞作品集は、地域
福祉課にて配布しています。
問同運動松戸地区推進委員

会 事 務 局 （ 地 域 福 祉 課
内）☎366－3019

「社会を明るくする運動」
松戸地区作文コンテスト
令和3年度入賞作品を表彰

栗ケ沢中学校2年・保
や す だ

田はるなさん
「誰もが幸せに過ごせる未来を目指して」

第一中学校3年・齊
さ い と う

藤梨
り ん か

花さん
「身近に潜む犯罪」

光英V
ヴ ェ リ タ ス

ERITAS中学校１年・田
た ば た

端美
み み

海さん
「今を生きる、更に生きる」
河原塚中学校2年・佐

さ と う

藤珀
は く と

翔さん
「見守るということ」

千葉県作文コンテスト入選・市長賞

教育長賞

優秀賞

松戸市国土強靭化地域計画（案）に
ついてパブリックコメント（意見募
集）手続実施結果の公表　

　意見はありませんでした実施結果危
機管理課、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、市ホームペー
ジで問危機管理課☎366－7309

12月の防災行政無線による行方不明
高齢者の探索結果

　4件全て発見されました。ご協力あり
がとうございました。情報提供は最寄
りの交番・警察署へお願いします問地
域包括ケア推進課☎366－7343

国民健康保険料納入通知書送付用封
筒の裏面に広告を掲載しませんか
予定通数 127,000通 募集枠数 1枠広告
掲載料 127,000円以上（消費税を含む）
広告の規格縦約7cm×横約16.5cm、単
色刷り（緑色）選考方法市の広告掲載審
査基準に適合した申込者の中から、金額
が最も高い者を選定申2/28㈪〔必着〕
までに、市ホームページでダウンロー
ドできる申込用紙に広告原稿案を添付
して、直接または郵送で
〒271－8588松戸市役所
国民健康保険課（☎366－
7353）へ

ひったくり防止自転車かごカバーや
自転車盗難・空き巣対策グッズの配布

  カバーを取り付ける自転車でお越しく
ださい（その場で取り付け、1人1個)。
移動交番車で警察への手続きや相談な
どもできる他電話d

で

e詐欺撃退機器など
の展示もします日2/15㈫10時～10時
30分〔雨天中止〕会西ノ下公園（西馬

橋幸町9）定先着100人問市民安全課
☎366－7285

都市計画変更案の縦覧
縦覧期間 1/17㈪～31㈪8時30分～17
時（平日のみ）縦覧場所①都市計画課
②公園緑地課内①用途地域、高度地
区、防火地域と準防火地域、駐車場整
備地区（相模台地区）②松戸中央公園、
相模台公園、戸定が丘歴史公園の区域
の変更 意見書の提出方法 1/31㈪〔消印
有効〕までに、直接または郵送で住
所・氏名・電話番号・意見を記入し
て、①都市計画課（☎366－7372）②
公園緑地課（☎366－7380）へ

市営住宅入居者募集
募集期間 2/1㈫～10㈭ 入居資格◦市に
住民登録をしている市内在住または市
内在勤の人◦同居する親族がいる人（単
身申し込み要件を満たす人を除く）◦
持ち家を有していないことなど、現に
住宅に困窮していることが明らかな人
◦所定の方法により算出した月収が、
一般=15万8千円以下、高齢者・身体障
害者など（条件あり）=21万4千円以下
募集案内書の配布 1/28㈮から2/10㈭の
間に、住宅政策課・支所・行政サービス
センターで入居時期 4月上旬ごろ申募集
期間中〔消印有効〕に、郵送でのみ受け
付け　※応募者多数の場合は公開抽選。
家賃・必要書類他は、募集案内書をご覧
ください問住宅政策課☎366－7366

令和４年度松戸市簡易修繕（営繕）業務
受注資格審査申請を受け付け

　入札の対象にならない市発注の簡易
修繕（営繕）業務の受注資格審査申請
を受け付けます受付期間 2/1㈫～15㈫
各9時～16時（平日のみ）対市内に本店
がある法人・個人事業者（令和4・5年度

の松戸市入札参加資格審査申請をした
場合は申請不要）有効期間 1年申契約課
で配布または市ホームペー
ジからダウンロードできる
申請書を直接同課へ問同課
☎366－1151

国の教育ローンのご案内
　固定金利（年1.65%）で利用でき、在
学期間内は利息のみの返済ができます。
詳細はホームページをご覧ください対
高校・大学などの入学・在学
中の学費問日本政策金融公
庫教育ローンコールセンター
☎0570－008656（ナビダ
イヤル）

まつどの魅力新発見！路線バスでめぐ
るデジタルスタンプラリー 

　市内10カ所のチェックポイントにあ
るQRコードでスタンプを集めて抽選で
松戸ゆかりの豪華賞品をプレゼント！
期間 2月6日㈰まで問松戸新京成バス㈱
同イベント運営事務局（㈱ア
キハマB・C）☎712－1090
　※詳細は新京成電鉄ホー
ムページをご覧ください。

㈱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
日2/4㈮10時～11時30分会六実市民セ
ンター対おおむね60歳以上定先着10人
程度申高齢者支援課☎366－7346

外国人日本語スピーチコンテスト観覧
者募集

　市内・近郊に在住、在勤、在学の外

国人が感じている「わたしの考え」を
日本語で発表します日2/19
㈯13時30分から会市民劇
場定先着100人申申し込み
フォームで問 (公財)松戸市
国際交流協会☎366－7310

環境審議会地球温暖化対策部会
日1/17㈪10時から会市役所新館7階大
会議室傍聴定員先着5人（9時50分まで
受け付け）問環境政策課☎366－7089

地域ケア会議
日1/27㈭9時30分～11時30分会市
役所新館7階大会議室傍聴定員先着5人
（9時15分から受け付け）問地域包括
ケア推進課☎366－7343

国民健康保険運営協議会
日1/31㈪13時30分から会市役所新館7
階大会議室傍聴定員先着5人程度（13時
まで国民健康保険課窓口で受け付け）
問同課企画調整班☎366－7307

環境審議会
日2/1㈫14時から会市役所新館7階大会
議室傍聴定員先着5人（13時50分まで
受け付け）問環境政策課☎366－7089

総合教育会議
日2/2㈬10時から会京葉ガスF松戸ビ
ル5階会議室（傍聴受け付けは9時50
分まで）問政策推進課☎366－7072

住生活基本計画懇談会
日2/4㈮14時から会市役所新館7階大
会議室傍聴定員先着10人（13時30分
～13時45分に受け付け）問住宅政策
課☎366－7366

市ホームページ

市ホーム
ページ

市など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　

同金融公庫
ホームページ

申し込み
フォーム

イベント

新京成電鉄
ホームページ
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お知らせ

会議
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�交通政策課☎704－3996

募集対象市の景観形成に寄与している市内の①建築物・工作物②景観スポッ
ト（お気に入りの場所、大事にしたい場所など）③屋外広告物
特に募集するもの①②小金原・六実地区にあるもの③市内全域の個人商店な
どの比較的小さな看板　※それ以外のものも応募できます。
表彰対象募集対象の所有者、設計者、代表者、管理者、活動する個人または
団体、応募者など（対象者が公表に同意した場合のみ受賞できます）

6月30日㈭〔必着〕までに、都市計画課で配布または市ホームページか
らダウンロードできる調書に必要事項を記入して、直接・Eメールまたは
郵送で〒271－8588松戸市
役所　都市計画課景観・指導
班 mctoshikeikaku@city.
matsudo.chiba.jp（☎366－
7372）へ

令和４年度

パラダイスエア

ドライハーブで作るスワッグ
1月25日㈫13時30分～14時30分
講師松戸ハーブボランティア・林みよ子氏
定員先着8人　持ち物花はさみ、工作用はさみ、
持ち帰り袋　費用800円

早春！桜のハーフリース
2月4日㈮10時30分～11時30分
講師プチフルール代表・箕輪朱美氏
定員先着12人　持ち物工作用はさみ、持ち帰り袋
費用2,300円

ドライフラワースワッグ
2月9日㈬10時30分～11時30分
講師フラワースクールF

エフ

C
コ コ

OCO主宰・河野史子氏
定員先着10人　持ち物持ち帰り袋　費用2,200円

共通会場同公園マグノリアハウス
※持ち帰り袋のサイズは30cm×40cm程度です。

1月16日㈰9時から、電話で同公園管理センター☎384－4
よ い は な

187へ

要申込東松戸ゆいの花公園の講座東松戸ゆいの花公園の講座

ありすの家 テラスモール松戸

宮
み や や ま

山広
ひ ろ あ き

明 銅版画展
　源氏物語の登場人物の感情を花に託して描いた『花見たて源氏
物語』の銅版画作品6点を展示します。
会期1月18日㈫～3月21日㈷　会場森のホール21 エントランスホ
ール　※会場が改修工事中のため、展示スペースを縮小しています。
開館時間9時～22時　休館日月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平
日休館）　費用無料

社会教育課美術館準備室☎366－7463

花見たて源氏物語12-須磨

都市計画課☎366－7372

景観表彰・景観スポット パネル展示
　これまでの景観表彰と、市内
の好きな場所の写真を投稿する
「私が好きな景観スポット」の
過去の応募作品を展示します。
期間1月28日㈮～2月10日㈭
（平日のみ）
会場市役所1階連絡通路

平成29年度景観スポット
「小金原のイチョウ通り」

平成27年度景観優秀賞
（建築物・工作物部門）

「やしま商店」

令和元年度建築物・工作物部門
松戸景観奨励賞受賞作品

　日本とイギリスに住む
3組4人の音楽家が、ビデ
オ通話やSNS、クラウドス
トレージを駆使して行った
オンラインによる交流・
創作の記録映像を日本語
字幕付きで公開していま
す。詳細はパラダイスエ
アのウェブサイトをご覧
ください。 
※この取り組みは、イギリスのアーティスト・イン・レジデンスである

M
メ タ ル

etal（リバプール）、S
サ マ ル ベ ー タ

amarbeta（サルフォード）と連携
して実施しました。

参加アーティストT
ト ー ラ ス

orus V
ヴィレッジ

il［佐藤公
き み や

哉＋権
ご ん ど う

頭真由］（日本）、
M
エ ム

 T
ティー

 H
ホ ー ル

ALL（イギリス）、D
ディーアールエス

RS（イギリス）
�(一社）P

ペ ア

AIR☎364－8832、文化観光国際課☎366－7327 パラダイスエア
ウェブサイト

距離と時差を超えて！距離と時差を超えて！
国内外音楽家のオンライン交流・創作の国内外音楽家のオンライン交流・創作の

取り組みを公開中取り組みを公開中

左からTorus Vil［佐藤公哉＋権頭真由］、M T HALL、DRS

ゆゆめめいいろろバスバス中和倉コース中和倉コース
をご利用くださいをご利用ください

　市が運行し、総合医療センター・北松戸駅・馬橋駅周辺を均一180円
で巡回しています。毎日の買い物やお出掛けに、ぜひご利用ください！

満70歳以上は運賃が半額になります 要申込
　90円（交通系ICカードの場合は89円）で乗車できる「シルバー割
引証」を交付しています。ぜひご利用ください。

申請書と本人確認書類の写し（郵送の場合は返信用の84円切手を
貼った返信用封筒を同封）を直接または郵送で〒271－0072松戸市
竹ケ花136の2松戸市役所　交通政策課へ
※申請書は市ホームページでダウンロードまたはロー

ソン・ファミリーマートのコピー機で印刷できます
（「プリントサービス」→「ネットワークプリント」を
選択し、ユーザー番号「MATSUDOSHI」を入力）。

ゆめいろバスに車内広告を掲載しませんか
広告の種類①B3サイズポスター（7枠）②A4
サイズチラシ
広告掲載料①月3,000円②14日2,000円（作
成費用は申請者負担）

広告掲載希望日の3週間前までに、申込書を
郵送、Eメールまたは直接交通政策課へ
※枠の空き状況、申込書のダウ

ンロードなど詳細は市ホーム
ページをご覧ください。

市ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

景観表彰の候補を募集します

①車内ポスター

②車内チラシ

松戸市コミュニティバス

友禅染作家･中
な か ざ わ

澤英
え い こ う

髙 「一期一会」要申込

　講演と友禅染の彩色実演を
行う他、完成作品を3点展示
します。
日時2月11日㈷14時～16時
（13時30分開場）
会場市民会館
講師友禅染作家・中澤英髙氏
対象①どなたでも②市内在住・在学の中学・高校生
定員①45人②30人（いずれも抽選）
費用無料

1月25日㈫までに、ちば電子申請サービスまたはFAXに参
加者全員の氏名・住所・電話番号・年齢を記入して、社会
教育課美術館準備室 366－7055（☎366－7463）へ

②ちば電子
申請サービス

①ちば電子
申請サービス

中澤英髙氏

友禅訪問着「華
か え ん

苑」

松戸の作家の紹介講座 中高生大歓迎！



中高生向け講演会
「中高生世代へ伝えたい 未来へ向けたメッセージ」

　これからを生きる中高生世代へポジティブなメッセージを伝えます。図書
館や本にまつわる話も楽しくお届けします。
日時2月6日㈰13時30分～15時　会場青少年プラザ
（ひがまつテラス2階）　講師流通経済大学客員教授・
パトリック・ハーラン氏　対象市内在住・在学の13歳～
18歳　定員80人（抽選）　費用無料

1月25日㈫までに、市ホームページ
内のちば電子申請サービスで

青少年会館☎344－8556

図書館市民講座
「図書館はまちのたからものになっていますか」

　図書館の魅力や活用法についてお話しします。
配信期間3月1日㈫9時～3月15日㈫17時
講師元塩尻市立図書館長・内野安彦氏　費用無料

2月15日㈫までに、ちば電子申請サービスで
市立図書館☎365－5115

市ホームページ

ちば電子申請
サービス

パトリック・ハーラン氏

子どもわかもの課☎366－7464

　スポーツや文化芸術活動などで頑張っている小・中学生の表彰式、こどもモ
ニターから市長への提言など、多方面で活躍する子どもたちを皆さんに紹介
し、地域全体で応援するフォーラムを開催します。
日時2月11日㈷13時～15時30分（12時30開場）
会場市民劇場　定員先着250人
内容
●スポーツや文化芸術活動などで活躍する小・中学生の表彰
●こどもモニターから市長への提言
●スペシャルゲスト・皆川博恵選手（東京2020オリンピック 

レスリング女子76kg級日本代表）からのメッセージ
費用無料
※手話通訳、要約筆記あり。

一時保育あり 要申込

対象6カ月～就学前　定員先着5人
2月3日㈭までに、電話で同課

☎366－7464へ

地域で活躍する子どもたちを応援しよう！

皆川博恵選手

YouTube
開催

　小学3年生の社会科「市の様子と人々のくらしのうつりかわり」の
学習内容に合わせた展覧会を開催します。昔のくらしの道具を「食べ
る」や「くらす」などのテーマに分けて展示し、松戸のうつりかわり
を写真で見ることができます。中学生から大人でも楽しめる内容です
ので、ぜひお越しください。
会期1月18日㈫～3月27日㈰　会場同館企画展示室　費用無料

こどもミュージアムこどもミュージアム
100年前100年前からのからのくらしくらしのの

うつりかわりうつりかわり
同館☎384－8181

博物館友の会共催イベント「桶
お け

を担いでみよう」
　1月29日㈯、2月12日㈯・26日㈯、3月12日㈯・
26日㈯各13時～15時30分のうち10分程度
会場同館企画展示室

市立博物館 博学連携展示

松戸探検
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親子ふれあいコンサート 要申込

（①未就学児向け②小学生以上向け）
森のホール21☎384－5050（9時～22時、月曜除く）

　対象年齢を分けた二部構成で無料の親子コンサートを開催します。みんな
が知っている曲や楽しい音楽がたくさん演奏されます。ぜひご応募くださ
い！
日時2月27日㈰①11時～12時②14時～15時　会場森のホール21小ホール
定員各150人（抽選）　対象①未就学児とその家族（3歳未満は保護者1人に
つき1人まで膝上鑑賞可）②小学生以上とその家族（3歳未満入場不可）

1月31日㈪〔必着〕までに、往復はがきに郵便番号、住所、参加者全員の
氏名、子の年齢、電話番号、希望公演時間（①11時②14時）、希望席数（4席
まで、膝上鑑賞の子は席数に含みません）、返信用宛名を記入して、〒270－
2252松戸市千駄堀646の4　森のホール21「親子ふれあいコンサート」係へ
※2月中旬に当落通知を発送します。当選はがきが入場券になります。

陸上自衛隊中央音楽隊

18歳から大人！
若者向け消費者啓発キャンペーン

消費生活課☎366－7329

　今年4月から成年年齢が18歳に引き下がります。
「18歳から大人」として行動できるよう、新成人に
向けた消費者情報を発信します。若者が狙われやすい
消費者トラブルを知り、その対処法を学びましょう。
　Twitter、Instagram、YouTube、市役所1階
連絡通路などで啓発キャンペーンを行います。詳細は市
ホームページをご覧ください。

市消費生活センター公式Instagramを
開設しました
　消費者情報や講座・イベント情報の他、成年年齢引き下
げに関する情報も発信します。ぜひご覧ください！

冬の消費者教室「18歳から大人！何がどう
変わる？！〜契約社会に旅立つ君へ〜」要申込

　新成人を対象に、契約の基本や成年年齢の引き下げにより想定され
る消費者トラブルの事例とその対処法を、クイズを交えて分かりやす
くお伝えします。保護者や教職員など、新成人を見守る立場の皆さん
もぜひご覧ください。
配信期間2月10日㈭～3月22日㈫
講師（一社）消費生活総合サポートセンター・内藤恵美子氏
費用無料

1月28日㈮までに、ちば電子申請サービスまたはFAXに
氏名（ふりがな）、住所、電話番号、メールアドレスを記入
して、消費生活課 365－9606へ

市ホームページ

公式
Instagram

ちば電子申請
サービス

YouTube
開催

脳科学者・川島隆太教授の家庭教育講演会

　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。インターネット使用と脳
の発達の関係はどうなのか。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、
子育てに大切な話をします。
日時2月19日㈯13時30分開場（14時開演）　会場根木内小学校体育館
※公共交通機関でお越しください。　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　定員先着250人（定員超過の場合は教室でリモート
視聴）　持ち物上履き　費用無料
※一時預かりあり〔6カ月以上の未就学児、定員8人（抽選）〕

1月31日㈪までに、市ホームページ内のちば電子申請サービスで

市ホームページ

川島隆太氏

脳から考える子どもの未来脳から考える子どもの未来 要申込

～脳科学が解き明かす！夢をかなえる秘訣～～脳科学が解き明かす！夢をかなえる秘訣～
生涯学習推進課☎367－7810

ひがまつテラスひがまつテラス
開館記念イベント開館記念イベント

子ども夢フォーラム

要申込

©クリナップ



1月20日㈭に、自転車特集号を発行します。　問交通政策課☎366－7439

会計年度任用職員（パートタイム）を募集します

職種 業務内容 勤務場所 時給（令和3年度実績のため変更
する場合があります）

社会教育関係
①文化財発掘調査作業員 埋蔵文化財の発掘調査現場作業（登録制） 発掘調査現場 1,130円

②施設受付・講座補助
施設受け付け、講座の補助など

文化ホール、矢切公民館、
タウンスクール根木内

957円③青少年会館施設受付・
　講座補助 青少年会館、同館樋野口分館

④図書館の窓口業務 図書の貸し出し、整理、受け付け業務など 市立図書館本館・分館

市立学校

⑤給食調理補助員 給食調理補助業務 市立小学校 977円
⑥スクールアシスタント 校務補助

市立小・中学校

957円
⑦学校図書館専門員・
　学校図書館支援員 学校図書館での資料整理など 1,100円（司書資格なし957円）

⑧スタッフ 学力向上や教育課題支援など 1,470円（教員免許なし957円）
⑨特別支援教育補助教員 特別支援学級担任の補助（要教員免許） 1,470円
⑩特別支援教育補助員 特別支援学級児童生徒の支援 957円

⑪特別支援教育支援員 通常学級における支援を要する児童生徒へ
の支援

1,470円
（介護福祉士資格なし957円）

⑫看護師 医療的ケアを必要とする児童生徒へのケア 1,468円

⑬心理相談員
児童生徒・保護者に対するカウンセリング、
教職員に対する助言・支援、就学に関する
指導・助言

教育研究所、同研究所各分室
（古ケ崎・常盤平・五香）

2,420円
⑭スクールソーシャル

ワーカー
学校と関係機関との連携、児童生徒の生活
環境の改善に向けた支援

教育研究所古ケ崎分室、
市立中学校

⑮非常勤講師 教科指導業務（国語・社会・体育・家庭）
市立松戸高校

月10,000円×
1週間当たりの授業数

⑯養護教諭補助 保健室業務補助（1学期のみ） 1,470円

市ホームページ

市ホームページ

※①は登録者の中から必要に応じて任用します。
①社会教育課☎366－7462②生涯学習推進課☎367－7810③青少年会館☎344－8556④市立図書館☎365－5115⑤⑥教育企画課☎366－7455
⑦指導課☎366－7458⑧～⑭教育研究所☎366－7461⑮⑯市立松戸高校☎385－3201

教育委員会の採用情報（令和4年4月採用）　※詳細は、直接各部署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。

産業振興アドバイザー（令和4年4月
採用）
勤務日数月12日
勤務時間9時15分～17時（休憩45分）
業務内容企業誘致に向けたPR・情報収集や誘致
の交渉、産業振興施策の調査、情報の発信など
対象企業誘致に関する業務経験・知見または産
業振興・産業用地の活用に係る施策に知見を有
する人　募集人数2人
月給217,500円（年2回賞与あり、交通費支
給、昇給・退職金なし）

1月31日㈪〔消印有効〕までに、写真を添付
した履歴書と職務経歴書を郵送で〒271－8588
松戸市役所　商工振興課（☎711－6377）へ

福祉総合相談員（決まり次第採用）
勤務日月曜～金曜のうち週4日　※応相談。
勤務時間8時30分～16時30分（休憩45分）　
※応相談。
業務内容相談業務、ケース会議の開催・参加、
家庭訪問など
必要資格精神保健福祉士、保健師、障害福祉分
野の業務経験を有する社会福祉士のいずれか
募集人数2人
時給1,900円（別途交通費・賞与支給、雇用保
険・健康保険・厚生年金あり）

1月31日㈪〔必着〕までに、履歴書と資格証
の写しを郵送または直接〒271－8588松戸市役
所　地域包括ケア推進課（☎366－7343）へ

事務補助員（登録者の中から必要に応
じて選考し任用）
勤務日月曜～金曜のうち週4日
勤務時間9時30分～15時15分（休憩45分を含
む)　※勤務場所による。
勤務場所市役所または市内公共施設
業務内容パソコン（Excel・Word）事務、窓
口・電話応対など
時給957円（別途交通費・賞与支給）

人事課で配布または市ホームページでダウン
ロードできる登録用紙を直接または
郵送で〒271－8588松戸市役所　人
事課（☎366－7306）へ

市ホームページ
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シルバー人材センターシルバー人材センター
スマホ・パソコン教室スマホ・パソコン教室  要申込

会場新松戸・常盤平各市民センター他
対象40歳以上　費用各3,000円

はがきまたはFAXに住所・氏名・年齢・電話番号・希望
コースを記入して、〒271－0043松戸市旭町1の174（公
社）松戸市シルバー人材センター　スマホ・パソコン教室係

330－5008（☎330－5005）へ

講座名 日時

①
パ
ソ
コ
ン
講
座

Wordを使った文書作成講座 2/  1㈫～  4㈮ 13:30～16:30
学んで活かそうWord講座 2/19㈯・26㈯ 各9:30～12:30、13:30～16:30
Excelを使った表計算講座 2/  8㈫・  9㈬ 各9:30～12:30、13:30～16:30
Excel応用講座（Excel経験者） 2/15㈫～18㈮ 13:30～16:30
Excel活用講座（Excel経験者） 2/24㈭・25㈮ 各9:30～12:30、13:30～16:30
Access基礎講座

（Excelのデータベース知識がある人）2/  1㈫～  4㈮ 9:30～12:30

PowerPoint基礎講座 2/15㈫～18㈮ 9:30～12:30
②宅地建物取引士受験講座〔全27回〕 2/19～8/27の㈯13時30分～16時30分（8/13㈯を除く）

定員①各先着5人②先着20人
費用①各13,000円②50,000円（会員事業所または団体会員は①各11,000円②45,000円）
※テキスト代実費。
※①は開催日の7日前に申し込みが1人以下の場合は中止。
※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。
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 

Windows10
使用

松戸地域職業訓練センター
講座のお知らせ 要申込

コース 日時

スマホの選び方 2/ 1㈫　9:00～12:00

スマホの操作 2/ 2㈬　9:00～12:00

タブレットの操作 2/ 9㈬　9:00～12:00

Windows11の操作 2/ 9㈬13:30～16:00

Word・Excel 2/15㈫　9:00～12:00

個別相談 2/15㈫13:30～16:00

広報まつど　2022（令和4）年1月15日



　災害から自分たちの住む地域の安全・安心を守るため、消防団活動に参
加しませんか。

消防団とは
　江戸時代に組織化された町
火消しが前身と言われる、伝
統ある組織です。普段は仕事
や家事をしながら、地域防災
のリーダーとして「わが街を
災害から守る」という使命感
のもと、地域に根差した幅広
い活動を行っています。

活動内容
災害活動火災などが発生した場合に、市消防局と共に迅速に消火活動など
を行い、街と住民を守ります。
地域と協働した活動地域の催し物などでの火災予防の呼び掛けや、日常的
な警戒活動を行います。
地域防災のリーダーとして
の活動住民一人ひとりの防災
行動力を高めるため、出火防
止、初期消火、応急救護など
の指導を行います。
教育訓練消火訓練や救出救護
訓練を行い、専門的な知識と
技術を養うことで、消防団の
災害活動力を高めています。

消防団の特性
地域密着性地域の事情などに精通し、地域に密着した存在です。
即時対応力日ごろから教育訓練を受けているため、有事の際に即時対応で
きる能力があります。

消防団の活躍
　東日本大震災では、人命救助活動、住民の避難誘導、救援物資の搬送
などの活動に従事しました。このとき、顔見知りの消防団員の協力の求
めに、多くの住民が心を開いて応じたことが、効果的な災害対応につな
がりました。
　台風や豪雨による災害では、河川の警戒、土のう積み作業などの浸水
防止活動、住民への広報、避難誘導や行方不明者の捜索活動に従事し
て、住民の安心・安全の確保に貢献しています。
　地域に密着し、即時に対応する消防団の活動は、安心した住民生活を
送る上で、精神的な支えとなっています。

松戸市消防団のご紹介
　1団本部、10方面隊、36個分団からなる約600人の消防団員が地域住
民の安全と安心を守るために、さまざまな活動をしています。
消防団員の身分消防団員の身分は、特別職の地方公務員として保障され
ますが、それに伴う身分上の制約はほとんどありません。
消防団の待遇年報酬や、災害や訓練に出場した場合の費用弁償としての
出動手当が支給されます。また、5年以上勤務し、退団した場合には、退
職報償金が支給されます。
　また、公務災害補償制度や被服の支給、表彰制度があります。
応募資格心身ともに健康な市内在住・在勤の18歳〜54歳

消防音楽隊員も同時募集
　音楽（吹奏楽）経験者を
募集しています。現在23人
の消防団員が市消防局員と
共に音楽隊活動を行ってい
ます。
　演奏を通じて、火災予防
運動などの消防団活動をし
てみませんか。

「消防団員証」の提示でお得なサービス
　地域防災の担い手である消防団員を地域ぐるみで応援するという趣旨
に賛同する「消防団応援の店」で「消防団員証」を提示することで、料
金の割引など一定のサービスを受けられる制度があります。

学生消防団活動認証制度
　消防団活動で一定の実績を収めた功績を市が公的に認め、証明書を発
行することで、就職活動で自己PRできます。学生の皆さんも消防団活動
を通じて、地域防災に貢献してみませんか。

自分たちの街は自分たちで守る！自分たちの街は自分たちで守る！
松戸市消防団員募集松戸市消防団員募集
消防総務課消防団担当☎363－1116または地元消防団

3つの内容から選べる！
就職氷河期世代向け
就職支援セミナー
　就職活動に役立つ基礎知識や面接・イ
ンターン・キャリアの棚卸しなどを講師
が解説。希望に合ったセミナーを無料で
受講できます。
日時①1月27日㈭、2月②3日㈭③10日
㈭各19時〜20時
会場勤労会館（オンライン参加可）
内容①ウェルビーイング（well-being）
を考える②キャリアプランの立て方・考
え方③履歴書・職務経歴書の書き方
定員各先着20人程度
費用無料
電話でヒューマンアカデミー㈱松戸市

就職氷河期世代キャリアチャレンジ事業
事務局 0120－953－403（平日10時
〜18時）または同事業ホーム
ページで

同事業
ホームページ

同説明会
公式サイト

2部制で開催！
就職面談会
日時2月10日㈭10時30分〜12時、13時30分〜15
時　会場キテミテマツド9階アートスポットまつど　
内容約14社の企業との面談、個別相談
対象20歳〜55歳（学生不可）　費用無料
申し込みフォームまたは電話でまつど地

域若者サポートステーション☎703－
8301（月〜土曜9時30分〜16時30分）へ

企業担当者から直接話を聞ける！
就職マッチングイベント
日時2月11日㈷11時〜16時
会場キテミテマツド9階アートスポットまつど
内容約15社の企業との面談、就職氷河期世代向け就
労相談・短期インターン案内
対象20歳〜55歳（学生不可）　費用無料
申し込みフォームまたは電話、Eメール

でヒューマンアカデミー㈱松戸市就職氷
河期世代キャリアチャレンジ事業事務局
0120－953－403、 matsudo_shien

@athuman.comへ

商工振興課☎711－6377

就職氷河期世代歓迎！
市主催の就職イベント

　インターネットや大型の合同説明会では見
つからない、市内に本社・事業所があるさま
ざまな業種の企業約40社から直接話が聞け
ます。説明会の前には自分に合った企業の見
つけ方をアドバイスする就職支援セミナーを
開催。就職コンサルタントやまつど地域若者
サポートステーションのスタッフに相談もで
きます。
日時1月29日㈯①10時30分〜13時②14時
30分〜17時
会場森のホール21レセプションホール　
※当日は新京成八柱駅北口ロータリーか
ら無料送迎バスを運行します。詳細は
同説明会公式サイトをご覧ください。

出展企業数①②各20社程度
対象15歳〜おおむね49歳（今年3
月卒業予定の学生可）
費用無料
㈱学情松戸市就職サポート事業
運営事務局☎03－3593－1512

一時保育あり要申込
対象6カ月〜就学前　定員先着10人
1月21日㈮までに、電話またはEメールで

商工振興課☎711－6377、 mcsyoukou@
city.matsudo.chiba.jpへ

地元に根付いた
優良企業が大集合！
まつど合同企業説明会まつど合同企業説明会

申し込み
フォーム

申し込み
フォーム
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1月25日㈫に、松戸市虐待防止条例特集号を発行します。　問子ども家庭相談課☎308－7210



特定健康診査を受けて生活習慣病をストップ！要申込
　自覚症状のない糖尿病などの生活習慣病の予防と早期発見のため、毎
年3月31日までに年1回必ず受けましょう。治療中の人も受けられます。
実施場所①市内委託医療機関（例年2月～3月は大変混み合います）②集
団健診（日程は要問い合わせ)　対象40歳～74歳の国民健康保険加入者
持ち物国民健康保険被保険者証、特定健康診査等受診券（ピンク色、三
つ折り)　費用無料

電話で①各医療機関②国民健康保険課専用コールセンター☎712－
0141へ　※①市内委託医療機関では、国民健康保険に加入している35

相談名（原則予約制） 日時 予約・問い合わせ
思春期
相談

電話（予約不要） ㈪～㈮ 9:00 ～ 17:00
（祝日を除く）

☎361－2138
来所

精神保健
福祉相談

こころの健康相談 2/3㈭・21㈪
各14:00 ～16:00

酒害相談 2/17㈭ 14:00～16:30

DV相談 電話（予約不要） ㈪～㈮ 9:00 ～ 17:00
（祝日を除く） ☎361－6651

来所 原則㈮ 9:00 ～ 17:00
障害者
差別相談

電話（予約不要） ㈪㈫㈭㈮ 9:00 ～ 17:00
（祝日を除く）

☎361－2346
367－7554来所

千葉県松戸保健所（松戸健康福祉センター）
各種無料相談 要申込

　歯の治療をする際、歯科医師は事前にその日の処置内容を決めて行い
ますが、治療予定とは違う歯が突然痛くなってしまうことや、急に銀歯が
取れてしまうこともあると思います。その際は状況により処置内容を変更
して治療を行いますので、遠慮なく申し出てください。痛みや詰め物の脱
離、歯肉の腫れなどはいつどうなるか分かりません。その時々で柔軟に対
応することが大切です。ただし、その場合は治療が始まる前にお伝えくだ
さい。治療が終わった後に「実は…」と言われても、対応が困難な場合が
あります。
　また、治療を受ける際は時間に余裕を持って受診してください。処置の
内容などによっては、治療時間が予定より長くなることがあります。外出
や待ち合わせの都合などで「何時までにここを出たい」と希望される場合
がありますが、治療にはさまざまな事態が考えられます。くれぐれも時間
にゆとりのある日時を予約し治療を受けてください。

　歯の痛みや歯肉の腫れが急に生じた場合、すぐに歯科で診てもらおうと
歯科医院に連絡しても､「席が空き次第受け付けます」などと言われた経
験はないでしょうか。対応は各院によりさまざまですが、予約がある患者
さんなど順番に治療しているため、順番を待って治療を受けていただくよ
う、皆さんのご協力をお願いします。
　コロナ禍で、診療室内の消毒や密を避けるなど、感染対策として来院患
者の人数を抑えて日々の診療を行っている歯科医院もあります。そのた
め、次回処置の予約が遠い日程になってしまうこともあると思います。新
型コロナウイルスの変異株の出現など、未だ予断を許さない状況ですの
で、ご理解をお願いします。
　今はコロナの影響で生活のリズムが不安定になりがちです。会社や学校
はリモートになったり対面になったり、飲食店では営業時間や人数制限の
変更などウイルスという目に見えないものに振り回される日々です。その
ような中で時間を確保するのは非常に難しいと思いますが、安心・安全な
歯科医療を提供するために、受診される皆さんのご理解、ご協力お願いい
たします。

（公社）松戸歯科医師会 https://matsudo.cda.or.jp

歯科を受診する際の注意
歯を大切に 223歯丈夫 胃丈夫 大丈夫

健康で明るい未来のために

歳～39歳の人は国保健康診査を、千葉県後期高齢者医療制度に加入して
いる人は後期高齢者健康診査を無料で受けられます。

妊娠から子育て期までLINEでサポート！
まつどD

デ

E子育てLINEをご利用ください
　お腹の赤ちゃんの様子や生まれた子の成長・発達、子育
てのアドバイスなど、その時期に必要な情報をLINEでお届
けします。詳細は市ホームページをご覧ください。
対象市内在住の妊婦と家族、3歳未満の乳幼児の保護者と家
族　費用無料　登録方法LINEアプリで松戸市公式LINEのID
（＠matsudo.city）を入力し､「松戸市」を友だちに追加
※QRコードから直接友だち登録の画面に進めます。

中央保健福祉センター☎366－7489
松戸市公式

LINE

市ホーム
ページ

民生委員・児童委員って何をする人？

出張講座でご説明します 要申込

　希望の日時・場所に講師が伺います。オンラ
イン受講を希望する場合はご相談ください。
開催時間60分　
対象政治活動・宗教活動を目的としない市内の
団体　
定員10人以上（10人未満の場合は要相談）
費用無料

電話で地域福祉課☎366－3019へ

まつど健康マイレージ
付与 …

いきいき高齢者 安心センター
の催し（地域包括支援センター）

…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象（記載がないものはどなたでも）　 …定員
…持ち物　 …費用（記載がないものは無料）　 …申し込み先（記載がないものは当日会場で）
…問い合わせ先 …まつど健康マイレージ付与

明第1　☎700－5881 700－5567
介護予防教室〔全2回〕①健康チェック・脳ト
レーニング②体操
日①2/2㈬②2/16㈬各10時～11時会勤労会館
対市内在住の65歳以上（初参加者優先）定先着
20人 筆記用具申1/17㈪10時から、電話また
はFAXで

体操教室
日2/8㈫10時～11時会稔台市民センター講松戸
リハビリテーション病院作業療法士対市内在住
の65歳以上定先着20人申1/17㈪10時から、電
話またはFAXで

明第2西　☎382－5707 382－5727
元気アップ教室（介護予防体操）①ヨーガ・セ
ラピー②ロコ脳体操③ボクササイズ
日①2/2㈬②2/7㈪③2/21㈪各10時～11時会
古ケ崎市民センター対同地区在住の65歳以上定
各先着25人申1/17㈪10時から、申し込み専用
ダイヤル☎070－5582－0243へ　※①～③の
1つのみ参加可

馬橋西　☎711－9430 711－9433
認知症予防教室〔全2回〕①講義・クイズ②頭
を使った体操
日①2/3㈭②2/21㈪各10時～11時30分会馬橋
市民センター対65歳以上で2日間参加できる人
（同地区在住優先）定先着15人 筆記用具申電
話またはFAXで

介護予防教室
日2/18㈮15時30分～16時30分会馬橋市民セン
ター内介護予防の話と体操対おおむね65歳以上
（同地区在住優先）定先着30人申電話または
FAXで

小金原　☎383－3111 385－3071
介護者のつどい みんなでお話ししませんか
日2/12㈯13時～15時会旭神経内科リハビリ
テーション病院別館（栗ケ沢）定先着8人程度

新松戸　☎346－2500 346－2514
新松戸健康体操教室
日2/4㈮10時～11時会新松戸市民センター対
おおむね60歳以上（同地区在住優先）定先着
20人申1/17㈪から、電話またはFAXで

馬橋　☎374－5533 374－5501
シルバー消費者教室「高齢者を狙う悪質商法」
日2/10㈭14時～15時30分会馬橋東市民セン
ター内高齢者を狙う悪質商法の特徴と身を守る
ための注意点講市消費生活センター消費生活相
談員対市内在住の65歳以上定先着20人 筆記
用具申2/9㈬17時までに、電話またはFAXで

本庁　☎363－6823 710－7198
シニアのための転倒予防教室
日1/28㈮各14時～15時会ゆうまつど内椅子で
行うストレッチ・筋トレ、脳トレなど講フィット
ネス型デイサービス・りぼんくらぶ上本郷職員対
おおむね65歳以上（同地区優先）定先着15人申
1/17㈪10時から、電話またはFAXで

矢切　☎710－6025 710－6027
シニアのための転倒予防教室
日1/27㈭14時～15時会柿ノ木台公園体育館対
おおむね65歳以上定先着20人 上履き申1/17
㈪9時から、電話またはFAXで

協力：ACジャパン

広報まつど　2022（令和4）年1月15日10

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。



以下の人は、博物館と戸定歴史館は観覧無料◦中学生以下◦市内在住の70歳以上（博物館のみ）◦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っている人とその人1人につき付き添いの人1人

21世紀の森と広場内

博物館
〒270−2252松戸市千駄堀671
☎384−8181

開館時間…9時30分～17時（入館は
16時30分まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館)
常設展観覧料…一般310円、高校・大
学生150円（20人以上団体料金あり）

◆学芸員講演会①北国からみ
た松戸の縄文土器②戦国時代/
松戸まわりの四

よ も や ま

方山噺
ばなし

③寄贈・
奥井俊美シルクロードコレク
ションについて
①2/13㈰②2/19㈯③2/27㈰
各13時～15時　会場講堂　講師
同館学芸員　定員①10人②20
人③30人（いずれも抽選）費
用無料　申①2/1㈫②2/4㈮③
2/9㈬〔いずれも必着〕まで
に、同館ホームページまたは往
復はがき（1人1枚）に郵便番
号・住所・氏名（ふりがな)・
電話番号・返信用宛名を記入し
て、｢①2/13②2/19③2/27学
芸員講演会」係へ　※昨年延期
になった講演です。当時当選し
た人は再申し込み不要です。

運動公園
☎363−9241

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※申し込みは全て当日会場で。
※マスク着用。

◆運動公園カルチャー教室①
かけっこ教室②いすd

で

e体操
①1/19～2/9の㈬17時～18時
②1/20～2/10の㈭10時～10
時50分　会場武道館　対象①5
歳児～小学3年生②18歳以上　
持ち物上履き　定員各先着20人
費用1回①1,000円②500円

※飲み物を持参してください。
※申し込みは全て当日会場で。
※マスク着用。

●グラウンド・ゴルフ教室
1/23㈰9時～12時　会場東

と う ぜ ん

漸
寺
じ

本堂裏広場（駐車場使用不
可）　定員先着50人
問堀☎344－1735
●ソフトバレーボール教室
2/6㈰9時～11時  会場常盤平
体育館
問小暮☎090－4012－7686
●バドミントン教室（初級～
上級）
2/6㈰・20㈰各9時～12時  会
場高木第二小学校
問明

みょうどう

道☎090－9835－1187
●ソフトバレーボール・カロー
リング教室
2/27㈰9時～12時　会場常盤
平第一小学校
問小暮☎090－4012－7686

利用時間…10時～16時（要予約）
利用可能日…平日・第4土曜

◆造形講座～アボリジニアー
トに挑戦しよう！～
1/22㈯13時15分同邸集合、15
時30分解散　内容ドットペイン

開館時間…9時30分～17時（入館は
16時30分まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館)
入館料…共通券一般320円など。個
別券一般250円（戸定邸)、150円
（歴史館)など

◆明治日本の国際化～徳川昭
武と渋沢栄一の到達点～
会期5/8㈰まで

※みどりの相談室は、水・土・日曜
と祝日の10時～12時、13時～15時
30分（電話相談のみ)。
※バーベキューのお問い合わせは、市
ホームページまたは☎385－1815へ｡

◆柑橘類の育て方
2/9㈬10時30分～12時　講師
千葉大学環境健康フィールド科
学センター助教・三輪正幸氏　

パークセンター講座
☎345−8900

21世紀の森と広場

電話による申込制。1/18㈫から電話
でパークセンターへ（9時～17時）

開館時間…10時～21時（催し物によ
って18時以降の展示が無い場合や、
初日と最終日の公開時間が変更にな
る場合があります）
休館日…月曜

文化ホールギャラリー
☎367−7810

古民家 旧齋藤邸
紙敷588
講座は電話による申込制。1/17㈫9時か
ら電話で社会教育課☎366−7462へ

戸定歴史館
☎362−2050

定員先着30人　費用無料
◆こも巻きで越冬する虫を観
察しよう
2/11㈷10時30分～12時　講師
自然解説員・室

むろ

智
ともひろ

大氏　定員先
着15人　費用無料
◆大人も子供も楽しく寄せ植
え体験をしてみましょう
2/12㈯10時30分～12時　講師
グリーンアドバイザー・福岡美津江
氏　定員先着15人（小学3年以
下保護者同伴)　費用1,800円
◆自然観察入門「アカガエル
の生態」
2/19㈯10時30分～11時30分、
13時30分～14時30分　講師自
然解説員・加藤裕一氏　定員各
先着12人　費用無料
◆苗づくりからはじめよう夏野菜
2/20㈰10時～11時30分　講師
みどりの相談員・橋本倉

く ら じ

司氏
定員先着30人　費用無料
◆冬の赤い鳥、青い鳥、黄色
い鳥｜美しい鳥達にどれだけ
出会えるか｜
2/23㈷13時30分～15時　講師
自然解説員・村井みとい氏、金子
雅幸氏　定員先着15人　費用
無料
◆竹ひごでつくる花かご
2/26㈯10時～14時　講師千葉
県森林インストラクター会・
菅野興

おきふみ

文氏　対象18歳以上　定
員先着15人　費用200円

◆体験教室「裂き織りをしてみ
ませんか」
①2/8㈫・9㈬②2/11㈷・12㈯ 各
9時30分、10時30分、11時30分、
13時30分から40分程度　会場実
習室　内容古い布を裂いて、新し
い布に再生する　対象②のみ小
学3年～6年　定員各時間1人（抽
選)　費用無料　申2/1㈫〔必着〕
までに、同館ホームページまたは
往復はがき（1人1枚）に、郵便番
号・住所・氏名（ふりがな)・電話
番号・返信用宛名・希望日時・希
望時間・②のみ学年を記入して、
｢裂き織りをしてみませんか」係へ

◆松戸市小中学校書初展
1/19㈬～23㈰
問指導課☎366－7458
◆松戸市小中学校造形作品展
1/26㈬～30㈰
問指導課☎366－7458
◆矢切陶芸クラブ発表会
2/1㈫～6㈰
問畔

あ び る

蒜☎080－3471－3947
◆ファミリーフォトグルッペ写
真展
2/8㈫～11㈷
問樋口☎080－6581－0305
◆松戸市明るい選挙啓発習字
作品展
2/9㈬～13㈰
問市選挙管理委員会事務局☎
366－7386

ティング技法を使ったアボリジニ
アート　講師日本画家・泉

いずみ

晴
せいこう

行氏
持ち物飲み物　定員先着15人

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

●合気道無料講習会
日1/15㈯・22㈯・29㈯各19時～20時
30分会常盤平体育館内合気道の基本・
護身術の講習対小学生以上定先着5人申
電話で松戸合気道クラブ・佐々木☎090
－1431－0644へ
●健康体操コスモス体験会
日1/18㈫・25㈫各9時20分～10時50分
会和名ケ谷スポーツセンター対60歳以
上の女性内ストレッチ、リズム体操定
先着5人費各500円申当日会場で問同
団体・篠

さ さ べ

部☎364－9561
●健康体操体験教室（ストレッチ、リズ
ム体操など）
日1/19㈬・26㈬各9時20分～10時50分
会小金原体育館対50歳以上の女性費各
500円申電話で健康体操さざんか・平石
☎713－8189へ
●健康づくりのための健康体操
日1/21㈮・28㈮各9時30分～11時会
和名ケ谷スポーツセンター対50歳以上
の女性定先着5人費各300円申電話で
にこにこ健康体操クラブ・小宮☎363－
2728へ
●詩吟体験会
日1/21～2/11の㈮10時～12時会五香市
民センター対初心者持筆記用具申電話で
翔龍会・廣野☎080－1087－1494へ
◆明第1地区スマートフォン使い方相談会
日①1/21㈮②1/27㈭各13時～15時会
①稔台市民センター②岩瀬集会所対同
地区在住優先定先着10人問NPOまつ
どNPO協議会・松村☎050－5472－
9840

◆けん玉教室（指導と段・級認定）
日1/22㈯15時～17時会六実市民セン
ター申電話で昔のあそびと遊ぼう会・
白石☎387－1522へ
◆マイカーで送迎ボランティアしません
か？活動説明会
日①1/23㈰②2/6㈰③2/13㈰④2/20
㈰⑤2/27㈰各10時～12時会①勤労会
館②③④市民劇場⑤市民会館対第1種普
通免許保有者定各先着10人申電話で認
定NPOたすけあいの会ふれあいネット
まつど☎710－7450へ
●新年度2・3歳児親子クラス体験会
日1/27㈭、2/10㈭各11時15分～12時
15分会常盤平市民センター内わらべう
たと発達に合ったおもちゃで遊ぶ対未
就園児と保護者定各先着3組申Eメール
で子育ての杜まめっちょ・ととけっこ
う・星野 kosodatenomori2014@
outlook.jpへ
◆スコーレ家庭教育講座「子どものやる
気にスイッチオン! ～自己肯定感の育て
方～」
日1/31㈪10時～11時30分会新松戸市
民センター定先着30人費500円申電話
でスコーレ松戸・田口☎090－6190－
6629へ
◆松戸子育てカレッジ「子育て広場 おや
こで“ゆるりん”」 
日2/4㈮・14㈪・18㈮・25㈮・28㈪各10時
～12時会聖徳大学10号館（松戸駅下車）
対2歳までの子と保護者費各100円問聖
徳大学☎365－1111（代） ※最新情報
は同大学ホームページをご覧ください。

◆お祭囃
ば や し

子・篠笛・神
か ぐ ら

楽・獅子舞見学会
日2/3㈭14時～16時、2/12㈯18時～
20時会六実市民センター申電話で五香
六実お囃子の会・白石☎387－1522へ
●松元ヒロソロライブin松戸
日2/5㈯14時～16時（13時30分開場）
会市民劇場対高校生以上費2,500円（ペ
ア4,500円、当日券3,000円）申電話で
NPO子どもっとまつど・駒口☎344－
2272（㈪㈬㈮10時～16時）へ

●詩吟（漢詩）の体験勉強会
日2月の㈯10時～12時会小金市民セン
ター持筆記用具申電話で輝龍会・吉冨
☎090－4413－3523へ
●令和４年松戸市野球協会大会申込受付
日2/13㈰9時～15時会運動公園武道館
対市内在住・在勤の人で構成されたチー
ム費1チーム35,000円申参加費を添え
て当日会場で問同協会・長

おさない

内☎367－
8990

上映開始時間 内容
ミュージアムシアター 
(平日）13:15、15:15
(土・日曜、祝日）15:15
※2/13～27の㈰を除く。

1
月 休止

2
月

奇跡の映像 よみがえる100年前の世
界7「中東 分割の悲劇」（50分）　

土日祝のキッズシアター
(土・日曜、祝日）13:15
※2/13～27の㈰を除く。

1
月 休止

2
月

アニメ「ふるさと再生　日本の昔ばなし」
かぐや姫、鬼の妹、まんじゅうこわい
(25分）

◆博物館ミュージアムシアター
会場講堂　定員各先着50人（申込不要)　※座席指定｡　費用無料

●KYB体操クラブ（ストレッチ・ボー
ル・ダンス）
日㈭11時～12時30分会柿ノ木台公園
体育館他対50歳以上定先着5人 費月
1,000円 2,000円問崎野☎703－98
97
●小金原テニスクラブ（硬式テニス）
日要問い合わせ会栗ケ沢公園庭球場
対市内在住・在勤の小学生以上 費月
1,250円（小・中学生750円） 5,000
円（高校生3,000円、小・中学生無料）
問井本 ktc-web@ktctennis.com
●六実ダンス愛好会
日㈫9時30分～11時30分会六実市民セ
ンター内ダンスパーティー他 費月2,500
円問石井☎387－0088
●社交ダンスサークルランディ（中級程度）
日 ㈪13時50分～15時30分会 馬橋市
民センター費月3,000円問杉原☎090
－9976－9720

●小金原文化の会（編み物とパッチワー
クキルト）
日月2回①㈭②㈮各10時～12時会①
小金原②常盤平各市民センター 費月
2,000円 1,000円問安達☎070－44
81－0713
●健康づくりグループサークル・アキ
(ストレッチ・リズム体操）
日㈭10時～12時会明市民センター対
80歳以下の女性 費年7,000円 300
円問伊藤☎701－8805（夜間のみ）
●ひこばえ俳句会
日第1・3㈭各13時～16時会矢切公民
館対初心者の男性（PC保有者歓迎）費
月2,000円 1,000円問横手☎369－
1685（昼間のみ）
●川柳けやきの会
日第4㈫13時～15時会稔台・常盤平
各市民センター費1,000円問二木☎
080－2377－1006

会 員 募 集
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令和3年4月生
丑年で牡牛座のとってもかわ
いい自慢の息子です。牛さん
のように大きく優しく穏やか
な子に育ちますように！

令和2年8月生
ゆうちゃんのキラキラした笑
顔はみんなを元気にしてくれ
るよ。たくさん食べて大きく
なってね。

令和2年1月生
いつもニコニコ元気いっ
ぱい!!たくさん食べて大
きくなーれ

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、
広報広聴課 mckouhou@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

市内在住の新婚カップル（応募時に2年以内）・赤ちゃん（応募時に2歳未満）の写真募集中!

勇ゆ

う

と弦
ち
ゃ
ん

結ゆ
う
せ
い星

ち
ゃ
ん

統す
ば
る

ち
ゃ
ん
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「全日本実業団駅伝
ニューイヤー駅伝2022」に出場

最大限の努力で演じる落語
落語家　春

し ゅ ん ぷ う て い

風亭 昇
しょうしょう

々さん

　「1人で座布団に座り、自分の言葉一つで世界観を仕上げていく落
語って、とてもかっこいいって今でも思っています」と紋付き袴

はかま

に身
を包み話してくれたのは、テレビ番組『笑点』の司会・春風亭昇太さ
んの一番弟子で、松戸市出身の春風亭昇々さん。昨年、真打に昇進し
ました。
　落語家を目指したきっかけは、大学4年生になり就職活動を始めよう
としたときに、まくらも現代的で古典落語も面白く、そして新作落語を
演じる昇太師匠の存在を知ったから。新作落語とは、その時々の旬の
ワードやトピックを盛り込んだ、古典落語より分かりやすい噺

はなし

で作者の
センスが問われる落語です。もともと大学で落語研究会に所属し、新
作落語を演じたいと思っていた昇々さんは、自分には就職活動が向い
ていないと思ったこともあり、昇太師匠への弟子入りを決意します。
　そうと決めると、昇々さんは新宿の末

す え ひ ろ て い

廣亭の前で昇太さんを「出待
ち」。緊張しながら履歴書を差し出して弟子入りを願い出たところ、
1カ月後にはあっさり弟子入りが決まったと言います。しかし実はそ
れまで入門が許されたのは昇々さんが初めてで、一番弟子となりまし
た。師匠はそれまで弟子を取っておらず、周囲からの勧めもあり弟子
を取る決断をした絶妙のタイミングで昇々さんがそこに飛び込んだ結
果になりました。「たまたまタイミングが良くて」と昇々さんは笑顔
を見せます。
　落語のシンプルで美しいところに魅力を感じると語る昇々さん。「刀
や着物など、日本特有の物は無駄をそぎ落とした美しさがありますが、
落語もその一つです。言葉一つで限りない世界観を表現できる。そこが
面白い」と簡潔な中に自らの力でいかようにも生み出せる可能性に想い
を馳せる一方、「シンプルな分、粗が見えやすい。自分の芸を日々精進
しないと」と身を引き締めます。
　前座時代は自分の師匠以外に、他の師匠や先輩方のお世話もあり、
「羽織の畳み方、お茶の出し方など楽屋では叱られっぱなしで、苦労
しました」と笑う昇々さん。それでも「落語家以外の仕事をしている
自分が考えられなかった」と、一度も辞めたいと思ったことはなかっ
たそうです。
　「周りの評価ばかりを気にしていたら駄目です。落語に対して自分の
中で最大限の努力をすることで、お客さんを笑いに引き込むことがで
きると思っています」。きっちり丁寧に、一生懸命稽古することが何
より大事だと力強く語ります。今では「昇々落語」という独自のジャ
ンルを確立し、新作落語の代表者の1人となっている昇々さんですが、
「まだまだ自分の理想となる落語家には程遠いです。自由自在に落語
を扱えるようになりたいですね」
と落語家としての高みを目指しま
す。江戸と令和をつなぐ落語家と
して、昇々さんの切り開く落語界
の未来はどのようなものになるの
か、活躍から目が離せません。

　昨年市と陸上競技を通じた
地域振興・地域貢献の相互連
携に関する協定を締結した同
部が、元日に開催された同大
会に出場し37チーム中10位の
成績を収めました。同部の皆
さんは八ケ崎を拠点に運動公
園や新京成線沿いで練習しています。今後もみんなで応援しましょう！

問政策推進課☎366－7072

日時2月12日㈯19時（18時30分開場）　会場なかの芸能小劇場（中野
駅下車徒歩4分）　費用2,500円（当日3,000円）

Eメールに、氏名・住所・連絡先・枚数を記入して rakugoyoyakuss 
@yahoo.co.jpへ

昇々ひとり会25昇々ひとり会25

　Hello, everyone! My name is Breanna Hundley and I 　Hello, everyone! My name is Breanna Hundley and I 
am from North Carolina in the US. am from North Carolina in the US. 

　I fell in love with Japanese at the age of 14 years 　I fell in love with Japanese at the age of 14 years 
old when I heard an ending theme song from the old when I heard an ending theme song from the 
anime anime InuyashaInuyasha. I found it interesting how American . I found it interesting how American 
songs directly talked about love but Japanese songs songs directly talked about love but Japanese songs 
used many flower and nature metaphors. This became used many flower and nature metaphors. This became 
my motive for studying Japanese. Over the next few my motive for studying Japanese. Over the next few 
years I translated over 40 songs for fun, and ultimately years I translated over 40 songs for fun, and ultimately 
I decided to become a translator. Consequently, I decided to become a translator. Consequently, 
I studied Japanese culture and Global Studies in I studied Japanese culture and Global Studies in 
undergraduate and graduate school, then worked as a undergraduate and graduate school, then worked as a 
translator at a US-based Japanese company for 5 years.translator at a US-based Japanese company for 5 years.

　I came to Japan as a CIR because I wanted to improve 　I came to Japan as a CIR because I wanted to improve 
my Japanese abilities and knowledge of Japanese culture. my Japanese abilities and knowledge of Japanese culture. 
While IWhile I''m here, I hope to translate and interpret as well m here, I hope to translate and interpret as well 
as plan fun events. I look forward to working in Matsudo!as plan fun events. I look forward to working in Matsudo!
※ Please use the QR code to read the CIR column.※ Please use the QR code to read the CIR column.

　皆さん、はじめまして！ア　皆さん、はじめまして！ア
メリカのノースカロライナ州メリカのノースカロライナ州
から来た国際交流員のブリアから来た国際交流員のブリア
ナ・ハンドリーです。ナ・ハンドリーです。
　私が初めて日本語に触れた　私が初めて日本語に触れた
のは14歳でした。当時アメリのは14歳でした。当時アメリ

カで放送していたアニメ『犬夜叉』の主題歌カで放送していたアニメ『犬夜叉』の主題歌
を聴いて、この歌詞の意味を知りたいと思いを聴いて、この歌詞の意味を知りたいと思い
日本語を学び始めました。ストレートに愛を表日本語を学び始めました。ストレートに愛を表
現するアメリカの歌と違い、日本のラブソン現するアメリカの歌と違い、日本のラブソン
グでは愛を花と自然に例えて表現することがグでは愛を花と自然に例えて表現することが
多く、面白いと思いました。数年間で40曲を多く、面白いと思いました。数年間で40曲を
夢中で翻訳し、日本語の翻訳者になる夢を夢中で翻訳し、日本語の翻訳者になる夢を持持

ちました。そして、大学・大学院で日本の文ちました。そして、大学・大学院で日本の文化化
と国際関係を学び、夢がかなって翻訳者としてと国際関係を学び、夢がかなって翻訳者として、、
５年間アメリカの日系企業で働いていました５年間アメリカの日系企業で働いていました。。
　さらに日本語と日本文化の知識を深めたい　さらに日本語と日本文化の知識を深めたい
と、私は国際交流員になることを目指しと、私は国際交流員になることを目指し、、念念
願かなって松戸市に来ることができました。願かなって松戸市に来ることができました。
翻訳、通訳の他、松戸翻訳、通訳の他、松戸市市の皆さんと触れ合えの皆さんと触れ合え
る楽しいイベントを考えたいと思っていまる楽しいイベントを考えたいと思っていま
す。街で見掛けたら「Hi！ブリアす。街で見掛けたら「Hi！ブリア
ナ」と声をナ」と声を掛掛けてください！けてください！
※※国際交流員のコラムは市ホーム国際交流員のコラムは市ホーム

ページ「International Portal」で公ページ「International Portal」で公
開しています。ぜひご覧ください！開しています。ぜひご覧ください！

ブリアナブリアナ・・ハンドリーハンドリーが国際交流員が国際交流員（CIR）（CIR）に就任に就任

International 
Portal

春風亭昇々の独演会！

文化観光国際課☎366－7327
アメリカ出身

　11月6日㈯に
行われた千葉県
中学駅伝で男女
同時優勝を果た
した常盤平中学
校駅伝部が、12
月5日㈰の関東
中学校駅伝大会

では男女共に準優勝を果たし、全国大会に出場しました。
　全国中学校駅伝大会は12月19日㈰に滋賀県で行われ、男子は5位、女子
は19位と健闘。千葉県代表校として堂々たる走りを見せてくれました。

同校☎387－4611

常盤平中学校駅伝部が全国大会で活躍！

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。

㈱日立物流㈱日立物流
陸上部陸上部

松戸市安全安心情報アプリ「カタログポケット」
緊急重要情報のメール配信を
行っています。サービスの利用
は登録が必要です

広報まつどをスマートフォンで閲覧でき
ます。 9言語・自動読み上げに対応。
Read in multi languages!

カタログポケット パソコン・スマートフォン版 モバイル版
2022.1.15
（令和4年）
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