
無料
説明会・面談会に参加して

   地元の優良企業で働こう！
市内に本社や事業所のある企業が参

加！

20歳～55歳対象

幅広い世代を応援！ 春の開花祭
ハローワーク3カ所（松戸・足立・上野）とサポステが贈る就職面談会

日時2月21日㈫・22日㈬各10時30分～15時（10時15分から受け付け）
会場アートスポットまつど（キテミテマツド９階）　定員先着60人

まつど地域若者サポートステーション（まつどサポステ）ホームページ
または電話で☎047－703－8301〔月曜～土曜（祝日を除く）9時30分
～16時30分〕へ

　松戸周辺、足立・上野各エリアの企業が集まる就職面談会です。人事担当者から
直接話を聞いて自分に合う企業と出会うチャンスです。

1月31日㈫は固定資産税・都市計画税（償却資産を含む）第4期の納期限です。 納税について収納課☎047－366－7325
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　仕事の内容や条件、会社の雰囲気などを直接担当者から聞くことができる説明会や面談会を
開催します。これから就職活動をする若者や就職氷河期世代の求職者、子育てをしながら働き
たい人など、自分に合った仕事・職場を見つけ出すチャンスです！

　令和5年3月卒業予定の学生も対象です。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による就
職相談ブースでは、各企業のPRポイントや
あなたにお勧めの企業を紹介します。
※内容を変更する場合があります。事前に

専用サイトでご確認ください。

　仕事と子育てを両立しやすい環境の企業が出展します。キッズス
ペースがあるので子ども同伴で参加できます。

日時2月23日㈷10時30分～12時30分、14時～16時　
会場アートスポットまつど（キテミテマツド9階)
問同事務局 0120－953－403、 matsudo_shien@athuman.com

2月17日㈮までに、同事務局ホームページで

　各社の採用案内や短期インターンの内容を聞くことができ、就労相談も
できます。出展企業などの詳細は、ヒューマンアカデミー㈱就職氷河期世
代キャリア支援プログラム事業事務局ホームページをご覧ください。

日時1月29日㈰13時30分～16時30分
会場松戸商工会議所（松戸駅下車）

問㈱学情松戸市就職サポート事業運営事務局
☎03－3593－1512

　就活時の身だしなみや
マナーなどを学べるセミ
ナーです。基礎を身に付
けて、企業説明会をさら
に上手に活用しましょう。
時間13時～13時30分

日時2月７日㈫10時30分～13時30分（10時15分から受け付け）
会場アートスポットまつど（キテミテマツド９階)
出展企業千葉県労働局ホームページをご覧ください
定員先着80人程度　※一時預かりあり（6カ月～小学2年生、先着8人）。

2月6日㈪（一時預かりは1月31日㈫）までに、ちば電子申請サービ
スまたは電話でハローワーク松戸☎047－367－8609（自動音声で
41#を選択）へ

子育て支援が充実 ！ 就職面談会 in 松戸
一緒に地元企業を盛り上げよう！

まつど合同企業説明会

就職氷河期世代のチャレンジ！
就職マッチングイベント昨年7月に行った合同企業説明会

専用サイト

同事務局
ホームページ

まつどサポステ
ホームページ

要申込

要申込

要申込

15歳～49歳対象 子育て世代対象

36歳～51歳対象

参加企業約40社 入退場自由 事前登録特典あり

100人以
上

100人以
上がが

参加！参加！

問商工振興課☎047－711－6377

参加企業約10社

参加企業計22社

同日開催

参加企業
約10社以上

就職支援セミナー
就活の基礎が学べる

参 加
特 典

①就活用証明写真の無料撮影
時間10時30分～12時30分、
14時～16時　定員各先着25人

②履歴書・職務経歴書添削
対象2月18日㈯の就職支援セミナー

（履歴書・職務経歴書の書き方）の受講者

ちば電子
申請サービス

県労働局
ホームページ

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/
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●GPS端末購入費用助成・給食費助成
●パブリックコメント（意見募集）手続きを実施
●市民税・県民税の申告は2月16日～3月15日
●NECグリーンロケッツ東葛公式戦に無料招待
●まつど健康マイレージがスタート
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実施期間１月～３月分
1月31日㈫〔必着〕までに、案内に同封の申請書を記入し、

被保険者証（健康保険証）の写しを添付して、返信用封筒で返送

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。

対象令和4年度住民税非課税世帯または非課税�
水準まで収入が減少した世帯
※詳細は市ホームページをご覧ください。

問申請方法について松戸市臨時特別給付金事務センター
0120－970－735（平日8時30分～17時)

制度について内閣府コールセンター
0120－526－145（平日9時～20時)

相談窓口市役所本館2階大会議室（平日8時30分～17時)

市ホームページ

電力・ガス・食料品等電力・ガス・食料品等
価格高騰緊急支援給付金価格高騰緊急支援給付金のの
申請は申請は11月月3131日日㈫㈫までまで

問学務課学校保健担当室☎047－366－7459

問学校財務課学校給食担当室☎047－366－7463

GPS端末購入費用を助成

子どもの安全と
経済的負担軽減のために

市立小・中学校の給食費を
第2子半額、第3子以降
全額助成します

　児童の日常生活や登下校時などの安
全対策として、GPS端末の購入費用を
助成します。
助成額（児童1人当たり）上限10,000円
対象令和4年4月～令和5年3月の間に
GPS端末を市内在住の小学生に購入し
た保護者（祖父母含む）
※児童1人1台。スマートフォン、キッズ携帯などは対象外。その
他要件などの詳細は市ホームページをご覧ください。
1月16日㈪から、市ホームページでダウンロード
できる申請書・請求書に購入明細書など購入金
額・内容が明記されているものを添付して、郵
送で〒271－8588松戸市役所　学務課学校保
健担当室へ

　経済的負担軽減を図るため、第２子以降の学校
給食費を無償化します。詳細は学校で配付される
案内また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

小学生の

問健康福祉政策課☎047－704－0055

発熱外来発熱外来にに行かなくても行かなくても
オンラインオンラインでで診察できます診察できます

　新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流
行による発熱外来のひっ迫を回避するため、千葉県が薬の処方
も可能なオンライン診療センターを設置しました。詳細は県
ホームページをご覧ください。 県ホームページ

千葉県オンライン診療センターを設置2月28日㈫まで

オンライン診療の流れ

最寄りの薬局で薬の受け取り・支払い
※薬の配送を希望する場合、配送料がかかります。

県ホームページから申し込み

SMSで送られてくるURLにアクセスし
保険証の画像や決済方法などを入力

診療時間が近づいたらSMSでお知らせが届く

診　療

診療費用の支払い（クレジットカードなどキャッシュレス決済のみ）

※小学生以下または症状が重い場合は、医療機関を受診してください。

受診できる医療機関がなく
新型コロナ検査キットの検査が陽性の
●65歳以上
●重症化リスクがある人
●妊婦
※原則医療機関を受診してください。

新型コロナ検査キットの検査が陰性の
●中学生から64歳以下の人
※陽性の場合は自身で
「千葉県陽性者登録セ
ンター」に登録して
ください。

受付時間9時～18時　費用通常の保険診療と同額
※1日の受付人数の上限に達した場合、受け付けできない場合があります。

松戸市公共施設インターネット
予約システムが新しくなります

情報政策課☎047－366－7399
　パソコンやスマートフォンそれぞれに最適化さ
れた画面表示（レスポンシブウェブデザイン）
や、利用者が使いやすい画面への更新の他、英語
や中国語など限られた言語だけでなく、ブラウザ
の翻訳ツールに対応できるようになりました。
新サービス開始日時1月25日㈬9時

予約システム

1月25日㈬から

システム更新のため一時利用できなくなります
利用停止期間1月23日㈪9時～25日㈬9時
※�各施設の利用については、各担当課にお問い合わせくだ
さい。

案の公表日1月16日㈪　案の公表方法市ホームページ・文化財保
存活用課分室（京葉ガスF松戸ビル6階）・市立博物館・行政資料
センター・各支所・市立図書館（本館・地域館・分館）・まつど
市民活動サポートセンターでの閲覧
意見の提出方法2月14日㈫〔必着〕までに、書面に住所・氏名・表
題「松戸市文化財保存活用地域計画（案）について」を記入して、
持参（各支所可）または郵送・FAX・Eメール・市ホームページ�
専用フォームのいずれかで〒270－2252松戸市千駄堀671　松戸
市立博物館内文化財保存活用課☎047－382－5570、 047－
384－8194、 mcbunkazai@city.matsudo.chiba.jpへ
※意見に対する個別回答は行いません。

松戸市文化財保存活用地域計画松戸市文化財保存活用地域計画（案）（案）
パブリックコメントパブリックコメント（意見募集）（意見募集）手続きを実施します手続きを実施します

市の施策にご意見をお寄せください市の施策にご意見をお寄せください

多子
世帯
対象

対象●市内に主たる事業所がある中小企業・個
人事業主で、対象期間に18万円以上の使用料を
計上する事業者（創業特例あり）
※詳細は市ホームページをご覧ください。
対象期間令和4年4月～9月
対象経費事業用の電気・ガス料金（都市ガス・
プロパンガス）　※車両用に用いるものは除く。

3月15日㈬〔消印有効〕までに、同課・各支所で配布または市
ホームページからダウンロードできる申請書に必要事項を記入し
て、郵送で〒271－8588松戸市役所　商工振興課へ

問商工振興課☎047－711－6377 対象経費 給付金額
18 ～36万円未満 5万円
36 ～72万円未満 10万円
72～108万円未満 20万円
108～144万円未満 30万円
144～180万円未満 40万円

180万円以上 50万円

市ホームページ

電気・ガス料金高騰支援金の
申請期間が3月15日㈬まで延長

事業者向け
最大50万円

非課税
世帯向け
5万円

対象者発熱症状がある以下のいずれかに該当する人

千葉県陽性者
登録センター

松戸市お知らせ
キャラクター・
まつまつ

市ホームページ
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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）〕　

問市民税課☎047－366－7322

市民税市民税・・県民税県民税のの申告申告はは
2月16日㈭～3月15日㈬2月16日㈭～3月15日㈬の間にの間に

　申告会場は大変混雑します。3密を避け、ウイルス感染拡大
を防止するため、24時間利用可能な「松戸市オンライン申請システム」
または郵送での提出にご協力ください。

※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。

申告に必要なもの 
●市民税・県民税申告書（2月1日㈬から市民税課・各支所で配布または市
ホームページからダウンロードできます。また、「個人住民税試算・申告書作
成システム」で作成できます。前年に市民税・県民税の申告をした人には、
2月上旬に郵送します）●令和4年中の所得を証明する書類（給与所得・公的
年金等の源泉徴収票または帳簿書類など）●令和4年中に支払った金額を確認
できる控除証明書（社会保険料・国民年金保険料の控除証明書、生命保険料・
地震保険料の控除証明書、医療費控除の明細書、寄付金の受領証明書など）
★学生証★個人番号（マイナンバー）が分かる物★本人確認書類★障害者
控除を受ける人は障害者手帳または証明書

※郵送で提出する場合は、★の書類の写しを同封してください。
※�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・生命保険料控除など）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。

※所得税の確定申告をした場合、市民税・県民税の申告は必要ありません。

｢税についての標語」入賞作品
松戸税務署☎047－363－1171、松戸間税会☎047－344－4895

私がはらう消費税私を支える消費税� 河原塚中学校・大
お お

塚
つ か

杏
あ ん

莉
り

さん

国のため地域のためみんなを支える消費税　第四中学校・井
い の

上
う え

華
か

音
の

さん

考えてみようその納税が創る未来� 　六実中学校・鈴
す ず

木
き

碧
あ お

心
い

さん

松戸税務署長賞
　

松戸市長賞
　

松戸市教育長賞
　　

松戸間税会金賞

松戸税務署長賞
　

松戸市長賞
　

松戸市教育長賞
　　

松戸間税会金賞

松戸税務署長賞
　

松戸市長賞
　

松戸市教育長賞
　　

松戸間税会金賞

　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。今年度の松戸税務署への応募総数は
3,869作品（うち市内17中学校からは2,390作品）でした。

消費税身近なことから社会貢献　小金南中学校・オールドリッチ美
み

愛
あ

さん

税金は暮らしを支え未来を創る� 　�第一中学校・伊
い

藤
と う

花
か

音
の ん

さん

明るい未来つくるためみんなで納める消費税　第四中学校・前
まえ

野
の

蓮
れ

音
おと

さん

理解しよう1人1人が税金を� 　�旭町中学校・中
な か

村
む ら

瞭
りょう

佑
す け

さん

税金で社会を支え未来を築く� �牧野原中学校・永
な が

岩
い わ

優
ゆ う

奈
な

さん

税金を正しくおさめて支えあおう� �牧野原中学校・伊
い

澤
さ わ

はなさん

松戸税務署長賞
　

松戸市長賞
　

松戸市教育長賞
　　

松戸間税会金賞

※�5月下旬まで松戸税務署の駐車場は使用できません。公共交通機関を
ご利用ください。※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。入場時の検温で37.5度以上の場合は入場できません。

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
ホームページが便利です

確定申告相談会場確定申告相談会場ををご利用くださいご利用ください

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」
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、確定申告書を作成できます。スマート
フォンやタブレットからもアクセスできます。

会場への入場には「入場整理券」が必要です
　混雑（3密）回避のため入場整理券を配付します。
国税庁のLINE公式アカウントを友だち追加すると、
入場整理券を事前発行できます。�
※�入場整理券の配付は、状況に応じて早めに締め
切る場合があります。

マイナンバーカードでe
イータックス

-Taxが使えます

期間2月1日㈬～3月15日㈬（土・日曜、祝日を除く。2月19日㈰・26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　持ち物申告に必要な書類（前年の申告書などの控えや源泉徴収
票など）●筆記用具●計算器具●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）

国税庁
ホームページ

国税庁LINE
公式アカウント

問松戸税務署☎047－363－1171

問収納課☎047－366－7325

　納期限日に、指定の金融機関の口座から自動引き落としで納付ができる口座振替の手続きが、「Web
口座振替受付サービス」から簡単にできます。市税以外の各種利用料の口座振替も可能で、
一度手続きをすると翌年度以降自動更新されます。詳細は市ホームページをご覧ください。
対象税目 �市民税・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、固定資産税（償却資産）、

軽自動車税（種別割）

市税の納付は 便利・安全・確実な口座振替で

市ホームページ

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　※土・日曜、祝日を除く。

会場 受付日
市役所本館2階大会議室 2/16㈭～3/15㈬
新松戸市民センター3階
六実市民センター2階 2/16㈭～2/21㈫

小金原市民センター2階 2/22㈬～2/28㈫

常盤平市民センター1階 3/��2㈭～3/��8㈬�
（3/6㈪を除く）

ひがまつテラス2階 3/10㈮～3/14㈫

小金保健福祉センター3階 3/10㈮～3/15㈬

上記の会場では
所得税の確定申告書の相談・作成はできません
　上記の会場では、市民税・県民税の申告・相談・作成のみ行います。
確定申告書の相談・作成は、松戸税務署（☎047－363－1171）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。

市ホームページ

2月1日㈬～3月15日㈬

以下の窓口でも口座振替の手続きができます
●金融機関などの窓口（要届け出印）
●�収納課または各支所　※キャッシュカード
があれば届出印不要で手続きできます。

松戸市オンライン申請システム
「個人住民税試算・申告書作成システム」で作成した
申告書を、松戸市オンライン申請システムから提出で
きます。詳細は市ホームページをご覧ください。

郵送
2月16日㈭～3月15日㈬〔消印有効〕の間に、住所・氏名・電話番号を記入
した申告書と必要書類を郵送で〒271－8588松戸市役所　市民税課へ

市ホームページ

申告書提出方法



4 広報まつど　2023（令和5）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。

職種 業務内容 勤務場所 時給（令和4年度実績のため
変更する場合があります）

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 発掘調査現場 1,130円

②施設受付 施設受付 文化ホール

1,000円

③講座補助 講座の補助 青少年会館

④図書館の窓口業務 図書の貸し出し、整理、受付業務など 市立図書館本館・分館

⑤給食調理補助員 給食調理補助業務 市立小学校

⑥スクールアシスタント 校務全般の補助 市立小・中学校

⑦学校図書館専門員・支援員
学校図書館や図書に関連した学習支援、学校図書
館の管理運営など
※専門員は要司書資格または教員免許。

市立小・中学校

1,100円
（資格・免許なし1,000円）

⑧特色ある学校づくりスタッフ 学力向上や教育課題支援など
1,470円（要教員免許）

⑨特別支援教育補助教員 特別支援学級担任の補助

⑩特別支援教育補助員 特別支援学級児童生徒の支援 1,000円

⑪特別支援教育支援員 通常学級で支援を要する児童生徒への支援
※要介護福祉士資格など。

1,470円
（資格なし1,000円）

⑫医療的ケア看護師 医療的ケアを必要とする児童生徒へのケアなど
※要看護師・准看護師免許。 1,468円

⑬イングリッシュサポーター　
「言語活用科英語分野（ジョリーフォニックス）」、
外国語活動・外国語指導、教材作成、教員研修など
※�要ジョリーフォニックス公認トレーナーによる
トレーニング受講経験。

市立小学校（複数） 1,470円

⑭心理相談員（児童生徒課） 児童生徒と保護者への相談（受理面談・不登校な
ど）、教職員への助言・支援

児童生徒課、�同課各
分室�（古ケ崎・常盤平）

2,420円
⑮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
児童生徒課古ケ崎
分室、市立中学校

⑯非常勤講師 教科指導業務（数学・社会・体育）
市立松戸高校

月額10,000円×1週間
当たりの授業数

⑰養護教諭補助 保健室業務補助（1学期のみ・１年間） 1,470円

教育委員会（令和5年4月採用）　※詳細は、直接各部署にお問い合わせまたは市ホームページをご覧ください。

※①は登録者の中から必要に応じて任用します。
①文化財保存活用課☎047－382－5570②社会教育課☎047－367－7813③青少年会館☎047－342－9930④市立図書館☎047－365－5115

　⑤⑥教育総務課☎047－366－7455⑦～⑬学習指導課☎047－366－7458⑭⑮児童生徒課☎047－366－7461⑯⑰市立松戸高校☎047－385－3201

保健師
勤務日数応相談　勤務時間8時30分～17時（休憩45
分）�※応相談。�勤務先中央・常盤平各保健福祉セン
ター　業務内容育児相談、家庭訪問、幼児健診など　
時給1,545円（別途交通費支給）�対象市内医療機関に
勤務していない保健師有資格者　募集人数若干名
電話で子ども家庭相談課母子保健担当室☎047－

366－5180へ

事務補助員（登録者の中から必要に応じて選考）
　事務職の会計年度任用職員は事前に登録が必要です。希望する勤務条件などを登録し、
条件が一致する募集があった場合に登録者の中から選考し、任用します。
勤務時間月曜～金曜9時30分～15時45分（休憩45分を含む）※勤務場所による。�
勤務場所市役所・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1,000円（別途賞与・交通費支給）
登録用紙（人事課で配布または市ホームページでダウンロード可）を直接また
は郵送で〒271－8588松戸市役所　人事課（☎047－366－7306）へ

市ホームページ

市立学校

市ホームページ

社会教育関係

市ホームページ

会計年度任用職員会計年度任用職員（パートタイム）（パートタイム）をを募集募集

　一定の消防団活動をした団員に、市がその功績
を認めて証明書を発行します。
認証対象市消防団に所属する大学生・大学院生・
短期大学生・専修学校生
※�詳細は市ホームページ「松戸
市学生消防団活動認証制度」
をご覧ください。 松戸市学生消防団

活動認証制度

就職活動で積極的に就職活動で積極的に
評価される証明書を発行評価される証明書を発行
学生消防団活動学生消防団活動
認証制度認証制度

　普段は本職の仕事や家事
などをしている約600人の消防団員が、できるときにできる人
で街の防災活動をしています。地形や地域の実情に詳しい地域
住民だからこそできる危険箇所の警戒・巡回や住民の安全確認
などの活動が効果的な災害対応につながります。災害から自分
たちの住む街の安全・安心を守る消防団の活動に参加してみ
ませんか。

あなたも消防団員として活躍しませんか？
問消防総務課☎047－363－1116

消防操法大会

自分たちの街は自分たちで守る！

●�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な消火活動
●�地域と協働した活動…地域のイベントなどでの火災予防の呼び掛けや日常的な警戒活動
●���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

●�教育訓練…消火訓練や救出救護訓練で専門的な知識と技術を養い、消防団の災害活動力
を高める

活動内容

　音楽（吹奏楽）経験者を募集中です。現在、
消防職員15人、消防
団員27人が活動して
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。

消防職員と消防団員が消防職員と消防団員が
一緒に活動する一緒に活動する

消防音楽消防音楽隊隊にに
入りませんか？入りませんか？



お知らせ
1/30㈪17時～1/31㈫10時は震災避難
訓練のため、市役所新館側駐車場の一
部が利用できません
問財産活用課☎366－7316

「マイナポイントの対象となるマイナン
バーカードの申請期限」は今年2月末
まで延長されました
問マイナンバー総合フリーダイヤル

0120－95－0178

医療費通知が年１回になります
　令和3年12月～令和4年10月の間に
受診した分を、令和5年1月下旬に世
帯主宛てに発送します。この通知は、
確定申告の医療費控除の添付書類とし
て利用できます問医療費通知について
国民健康保険コールセンター☎712－
0141医療費控除について松戸税務署☎
363－1171（自動音声で2を選択）

令和5・6年度松戸市簡易修繕（営繕）
業務受注資格審査申請

　入札の対象と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㈬～28㈫各9時
～16時（開庁日のみ)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ている場
合は申請不要）有効期間2年申2/1㈬か
ら、契約課で配布または
市ホームページでダウン
ロードできる申請書を直接
同課（☎366－1151）へ

12月は防災行政無線で1件の行方不
明高齢者の探索を行い、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または警察署に
お願いします 地域包括ケア推進課☎
702－3652

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・在勤の
人◦同居する親族がいる人（単身申込
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 案内書配布
1/27㈮～2/10㈮の間に、住宅政策
課・各支所・行政サービスセンターで
入居時期 4月上旬ごろ申2/1㈬～10㈮
〔消印有効〕の間に、郵送で　※応募
者多数の場合は公開抽選。家賃・必要
書類などの詳細は、募集案内書をご覧
ください｡　※先着順で
入居できる住宅の常時募
集を実施しています。詳
細は市ホームページで
問同課☎366－7366

借金の返済で悩んだら多重債務者相談
窓口へ

　解決のための助言を行い、必要に応
じ法律専門家を紹介します（秘密厳
守）受付時間平日8時30分～12時、13
時～16時30分会関東財務局千葉財務
事務所（千葉市） 同事務所多重債務
者相談窓口☎043－251－7830

イベント
①美トレ（下半身トレーニング）
②Ｚ

ズ
ＵＭ

ン バ
ＢＡ（ラテンエクササイズ）

日1/22㈰①10時～10時50分②11時～
12時会明市民センター対16歳以上定
各先着30人 同センター☎368－6700 

【オンライン同時開催】実践型経営塾
「ビジまどNEXT」
日1/17～2/21の㈫、3/3㈮各14時～
16時会松戸商工会館・同館別館（松戸
駅下車） 中小企業診断士、社会保険
労務士など対市内事業者定各先着30
人（オンラインは定員なし）申申し込み
フォームまたはEメール
で松戸市ビジネスサポー
トセンタービジまど
info@biz-mado.jp（☎
710－3530）へ

㈱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、レジ接客な
どの仕事説明・個別相談を行います日
①1/26㈭②2/9㈭各10時～11時30分
会①常盤平②馬橋各市民センター対お
おむね60歳以上定各先着10人程度申
電話で高齢者支援課☎366－7346へ

【Zoom配信】NPO・市民活動のための
「オンライン配信　中級講座～あなたに
もできる！リアルとオンラインのハイブ
リッド配信に向けた計画の作り方講座～｣
日2/8㈬17時～19時会まつど市民活動
サポートセンター対NPOや市民活動など
の団体運営者定先着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

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ｣
日2/2㈭11時～11時30分会ふれあい
22出演者日

ひ が の

向野のりえ氏（歌)、德川眞弓
氏（ピアノ） ふれあい22☎383－7111

会議
【オンライン開催】庁舎整備検討委員会
日1/20㈮10時～12時傍聴会場市役所
新館5階市民サロン　
※詳細は市ホームページ
で問オフィス・サービス
創造課☎701－8611

地域ケア会議
日1/26㈭9時30分～11時30分傍聴会場
市役所新館７階大会議室傍聴定員先着5
人（当日9時15分から開会直前まで会場
前で受け付け）問地域包括ケア推進課
☎366－7343

環境審議会地球温暖化対策部会
日1/30㈪14時から会市役所新館5階市
民サロン 傍聴定員 先着5人（当日13時
20分から13時50分まで会場前で受け
付け）問環境政策課☎366－7089

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〔当
日13時まで国保年金課窓口（市役所本
館1階）で受け付け〕問同課企画調整班
☎366－7307

地域自立支援協議会
日2/1㈬14時～16時会市役所新館７階
大会議室傍聴定員 先着10人程度（当日
13時45分から会場前で受け付け) 問障
害福祉課☎366－7348、 366－7613

 申し込み
フォーム

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　

※松戸市の市外局番047を省略しています。

市ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

　内閣府から「SDGs未来都市」に選定された市は、民
間企業などから多様な提案を受ける体制を目指し､「まつ
どSDGs×産学官民連携事業提案窓口」を開設しました。
SDGsの達成を目的として市と連携を希望する事業やアイデ
アについて自由に提案できます。詳細は市ホームページを
ご覧ください。

対象提案内容を実施する意思・能力を有する
民間事業者、大学・研究機関など（個人から
の提案を除く） 市ホームページ

まつど SDGs×産学官民連携まつど SDGs×産学官民連携のの
事業提案事業提案をを募集します募集します

政策推進課市政総合研究室☎047－704－4006

松戸市市民便利帳（生活カタログ）松戸市市民便利帳（生活カタログ）
2023年版2023年版をを全戸配布しています全戸配布しています

　松戸市市民便利帳（生活カタログ）2023年版を発行しました。
市役所窓口での手続き・防災情報・公共施設の紹介などの情報を 
1冊にまとめています。
　市内全戸にポスティング（宅配）でお届けする他、1月以降の転
入者には、手続きの際にお渡ししています。
全戸配布期間2月10日㈮まで
※ 市内全域を順次配布するため、地域により届く日が異なります。

期間中に届かなかった場合は、同課にお問い合わせください。
仕様フルカラー、A4サイズ、175ページ
電子書籍での閲覧も可能です。詳細は市ホームページをご覧ください。

広報広聴課☎047－366－7320

市ホームページ

市ホームページ

　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します。

広告の規格縦7cm×横16.5cm、単色刷り（緑色）
2月28日㈫〔必着〕までに、申込用紙（市ホームページでダウ

ンロード可）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　国保年金課へ

封筒の種類 印刷部数 募集枠数 広告掲載料（消費税を含む）
長3封筒 127,000部 1枠 127,000円以上

国民健康保険料納入通知書国民健康保険料納入通知書のの
送付用封筒裏面送付用封筒裏面にに
広告掲載広告掲載しませんかしませんか

監査結果を公表します監査結果を公表します
　令和4年8月29日から令和 
4年10月7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。
令和4年11月17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

問監査委員事務局☎047－366－7385

監査の対象
総務部（7課）・総合政策部（6課）・ 
会計課・市議会事務局（2課）・ 
選挙管理委員会事務局・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。

※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。

イメージ画像

国保年金課☎047－366－7353

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。

広報まつど　2023（令和5）年1月15日 5



広報まつど　2023（令和5）年1月15日6

新聞の定期購読をしていない世帯で「広報まつど」の配布を希望する人は、無料の宅配サービスをお申し込みください。

陸上自衛隊中央音楽隊

　市とラグビーを通じた地域振興・地域貢献の相互連携に関する協定書を
締結しているNECグリーンロケッツ東葛が、「NTTジャパンラグビーリーグ
ワン2022－23」公式戦に市民の皆さんを無料で招待します。詳細は、同
チーム公式サイトをご覧ください。
試合日時3月4日㈯12時
対戦相手リコーブラックラムズ東京　会場柏の葉公園総合競技場
対象市内在住　定員300組（2人1組、抽選） 

2月5日㈰までに、同チーム公式サイトで
同チーム crew-op@mlsig.jp.nec.com

NECグリーンロケッツ東葛NECグリーンロケッツ東葛
公式戦公式戦にに無料招待無料招待 要申込

森のホール21☎047－384－5050（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。皆さんが知っている曲や楽しい音楽をたくさん演奏します。 
ぜひご応募ください！
日時3月21日㈷①11時～12時②14時～15時
会場森のホール21小ホール　定員各500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
～高校生とその家族（未就学児入場不可） 費用無料

2月6日㈪までに、応募フォームで　
※ 当選通知は2月28日㈫以降に、座席指定券の発送

をもって代えます。

NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室

1月のイブニングプラネタリウム
※28日㈯は10時30分、11時30分の通常番組を休演します。
ファミリーシアター リーベルタース天文台だより

冬の星座の物語 ～森の動物たちといっしょに楽しく星のお話を聞く時間～
27日㈮・28日㈯各18時～18時20分

星と癒やしの時間 おうし座 
“星の下でゆったりと過ごす”大人の時間
27日㈮・28日㈯各19時～19時40分

2月の星空観望会 冬の星座と星雲・星団 要申込
2月11日㈷18時～19時30分
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）
※中学生以下は要保護者同伴。　費用無料

1月17日㈫8時30分から17時までに、市ホームページの申し
込みフォームまたは電話で同館☎047－368－1237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）。

同館☎047－368－1237

市ホームページ

共通 定員各先着80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
住
す み

石
い し

哲
よ し

基
き

作品展－d
デ ィ ヴ ァ イ ド

ivide－
　繊

せ ん

細
さ い

な筆使いで描かれた作品5点を
展示します。ぜひお越しください。

　同国は1992年～1995年の間、独立を巡り「戦後欧州最悪の紛争」
とも言われる民族間紛争が起こり、25年以上経過した今も民族間のし
こりは消えていません。こうした中、日本の主婦のボランティアグルー
プであるイピル・イピルの会が、平和の
シンボルとして桜1,865本を寄贈し、毎年
「子供絵画コンクール」を開催していま
す。今回、そのコンクール作品を展示し
ます。ぜひお立ち寄りください。
展示期間1月17日㈫～2月10日㈮
　　　　各8時30分～17時
会場市役所1階本館新館連絡通路

　フランス料理の第一人者であるラ・ロシェルオー
ナーシェフ・坂井宏行氏による松戸市産のねぎを
使った調理の実演や、NHK大河ドラマの時代考証
として携わった戸定歴史館名誉館長・齊藤洋一との
トークショーを開催します。ジャパンバリスタチャ
ンピオンシップファイナリストによるコーヒー抽出
実演もお楽しみください。
 日時1月22日㈰14時から（13時開場） 会場市民会館
対象市内在住・在勤・在学　定員先着100人　費用無料

当日12時から会場で整理券を配布
㈱Z

ゼ フ ァ ー ズ

EPHYRS・矢澤☎090－3961－0674

文化財保存活用課美術館準備室☎047－382－5570

会期1月17日㈫～3月19日㈰
時間9時～22時　会場森のホール21 
1階エントランスホール
休館日月曜（祝・休日の場合は開館し、
翌平日休館） 費用無料 「v

ベール
eil」

銀賞作品（オシム賞）
ラミヤ・ハカロビッチさん作
「私の好きなスポーツ競技」

坂井宏行氏

エッグポマンダー（卵型の香り玉）
1月27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12人
持ち物ピンキングハサミまたは工作用ハサミ、持ち帰り袋
費用500円

プリザーブドフラワーとフルーツの
ワイヤー壁飾り
2月3日㈮10時30分～11時30分
講師フルーデリー代表・堂

ど う

前
ま え

絵美子氏　定員先着12人
持ち物工作用ハサミ、ピンセット、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
1月17日㈫9時から、電話で同公園管理センター☎047－384－4

よ

1
い

8
は

7
な

へ

　園内の見ごろの植物を同公園職員が案内します。
花の育て方などの相談も受け付けます。
日時1月20日㈮10時同公園マグノリアハウステラ
ス集合、11時解散　費用無料

たんぽぽの綿毛のアレンジ
2月11日㈷10時30分～11時30分
講師日本フラワーデザイナー協会講師・舟

ふ な

山
や ま

徳
の り

子
こ

氏
定員先着8人　持ち物持ち帰り袋　費用1,000円

東松戸ゆいの花公園で東松戸ゆいの花公園で
オリジナル作品を作ろうオリジナル作品を作ろう 要申込

公式サイト

応募フォーム

ボスニア・ヘルツェゴビナの
子どもたちが描く絵画作品展

昭武公の生きた時代昭武公の生きた時代
幕末時代幕末時代にに初めて触れる初めて触れる巴巴

ぱぱ

里里
りり

文化文化

料理実演＆トークショーイベント

花花のの散策散策
ガイドツアーガイドツアー

陸上自衛隊中央音楽隊陸上自衛隊中央音楽隊

国際推進課☎047－710－2725

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～高校生向け



　はじめまして。　はじめまして。キャムキャム・・グレゴリーです。グレゴリーです。
　長い間、日本は私の生活の中にありましたが、日本を訪れるのは　長い間、日本は私の生活の中にありましたが、日本を訪れるのは
今回が初めてです。小さなころから、ポケモンなどのゲームが好き今回が初めてです。小さなころから、ポケモンなどのゲームが好き
でした。当時は日本の作品だと意識していませんでしたが、気付くでした。当時は日本の作品だと意識していませんでしたが、気付く
と私の人生は日本と関係することがたくさんあり、大学では日本人と私の人生は日本と関係することがたくさんあり、大学では日本人
の留学生と多く知り合いました。こうした経験を通じの留学生と多く知り合いました。こうした経験を通じ
て、国際社会で活躍するという自分の道を見つけるこて、国際社会で活躍するという自分の道を見つけるこ
とができました。とができました。
　今回縁があって松戸市の国際交流員に着任しまし　今回縁があって松戸市の国際交流員に着任しまし
た。出前講座やイベントを通じて積極的にアメリカのた。出前講座やイベントを通じて積極的にアメリカの
文化文化をを紹介したいと考えています。松戸市の皆さんと紹介したいと考えています。松戸市の皆さんと
お会いするのを楽しみにしています。お会いするのを楽しみにしています。

国際交流員（CIR）
キャム・グレゴリーキャム・グレゴリーがが着任！着任！

国際推進課☎047－710－2725

アメリカ出身

キャム・グレゴリー

21世紀の森と広場管理事務所☎047－345－8900

　市と（一社）S
ス タ ジ オ

TUDIO M
モ ッ ク

OCが連携して公園利活用の可能性の幅を探りな
がら、10年間継続して行ってきた音楽イベント「21世紀の森と広場ドコ
でもシアター（ドコシア）」が、普段は公園を利用しない人を取り込んで、
改めて公園の魅力に気付いてもらうきっかけをつくったことや多くの市民
が参加するイベントに成長した実績、大学生サポーターなどが一緒に取り組んでいる点
などが評価され、市の事業として初めて「2022年度グッドデザイン賞」を受賞しまし
た。ドコシアについての詳細は市ホームページをご覧ください。

受賞者・（一社）STUDIO MOC代表・萩
は ぎ の

野正
ま さ か ず

和氏のコメント
　リピーターを含め、毎回たくさんの方がいらしてくださいます。運
営側のサポートスタッフだった学生が、社会人になっても手伝いに来
てくれる人もいます。ドコシアは、たくさんの「ファン」に支えら
れて続けられている取り組みです。受賞の喜びをみんなで共有しなが
ら、ドコシアをさらに育てていけたらと思っています。

　（公社）日本デザイン振興会が毎年主催している、デザインが優れたビジネスモデルや
イベント活動に贈られる賞で、日本唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。
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「全日本実業団駅伝「全日本実業団駅伝
ニューイヤー駅伝2023ニューイヤー駅伝2023inぐんまinぐんま」」へのへの
応援ありがとうございました応援ありがとうございました

「2022年度グッドデザイン賞」受賞！「2022年度グッドデザイン賞」受賞！
21世紀の森と広場ドコでもシアター21世紀の森と広場ドコでもシアター

　元日に開催された同大会で、市内（八ケ崎）を拠点に運
動公園や江戸川河川敷で練習している日立物流陸上部が37
チーム中12位の成績を収めました。応援ありがとうござい
ました。

技術管理課☎047－366－7308

　令和3年度に完成した
建設工事の中で、特に優
良と認められた3件の工
事を表彰しました。この
表彰は、市が発注した建
設工事の中で、他の模範
となる特に優良な工事を
施工した者の技術力を積
極的に評価し、表彰する
ことで、技術力と意欲の
さらなる向上を図り、当該施工者の社会的評価を高め、市内
建設業者の育成に資することを目的としています。

㈱湯浅建設・湯浅氏（写真右）、
㈱常磐電機設備・島田氏（写真左）

パートナーシップシティパートナーシップシティ
コンスタンサ市コンスタンサ市にに梨園梨園をを整備中整備中

国際推進課☎047－710－2725

　梨の専門家などが、日本からコンスタンサ市
を訪問し、二十世紀梨の子孫である「秋のほほ
えみ」と「秋ゴールド」の苗木150本の植

しょくじゅ

樹を
行いました。今後も専門家による同市農家へ
栽培技術の指導を継続し、苗木の手入れを行っ
て、令和6年の夏から秋にかけて収穫を目指し
ます。プロジェクトなどの詳細は、市ホーム
ページや公式インスタグラムをご覧ください。

梨園のために土壌を整備する様子
（コンスタンサ市）

無事に植樹された梨の苗木と指導
した専門家、地元農家の皆さん

（コンスタンサ市）

市ホームページ

同課
インスタグラム

市ホームページ 同課
インスタグラム

国際交流員のコラムは市ホーム
ページと同課インスタグラムで公
開しています。ぜひご覧ください。

　犯罪や非行に対して中学生の思いや考えをつ
づる作文コンテストを実施し、昨年12月21日
㈬に入賞作品の表彰式を行いました。

同運動松戸地区推進委員会事務局
（地域福祉課内）☎047－366－3019

第五中学校２年・多
た だ

田楓
かえで

さん
「願う前に行動しよう」

栗ケ沢中学校3年・齋
さ い と う

藤菜
な つ み

摘さん
「一人も置き去りにしない社会」

和名ケ谷中学校3年・五
い そ じ ま

十嶋佑
ゆ な

奈さん
第五中学校１年・田

た の

野陽
ひ よ り

梨さん

和名ケ谷中学校3年・竹
た け も り

森愛
あ い り

莉さん
牧野原中学校3年・松

ま つ も と

本真
ま お

緒さん
第六中学校2年・恩

お ん だ

田心
こ の か

花さん
小金中学校2年・佐

さ さ き

々木茉
ま の

乃さん

日立物流陸上部

ドミニカ共和国

「社会を明るくする運動」「社会を明るくする運動」
作文コンテスト作文コンテスト

令和４年度令和４年度入賞作品入賞作品をを表彰表彰令和４年度入賞作品を表彰

優秀賞

教育長賞

詳細は市ホームページをご覧ください。　問広報広聴課（広報担当）☎ 366－7320、 362－6162

同部事務局☎03－6263－2813

優良建設工事を表彰

　災害発生時に被害規模の判断や災害対応をより迅速に行えるよう、同社のドロー
ンによる被害状況や救助要請などの映像・画像の収集・提供や、災害地図の作成な
どに関する支援を受けられるようになりました。

災害時における無人航空機災害時における無人航空機（ドローン）による（ドローン）による
支援活動に関する協定を締結支援活動に関する協定を締結

「社会を明るくする運動」
作文コンテスト

市ホームページ

災害時における無人航空機（ドローン）による
支援活動に関する協定を締結

危機管理課☎047－366－7309㈱昭和精機と

施工業者 工事名称

㈱湯浅建設 ●（仮称）東松戸複合施設建設工事
●松戸市八柱市民センター改修工事

㈱常磐電機設備 （仮称）東松戸複合施設建設電気設備工事

佳 作

萩野正和氏

千葉県作文コンテスト入選・市長賞

グッドデザイン賞とは



　公園の新たな可能性を考える「トライアル事業」を期間限定で行います。
いつもとは少し違う公園の魅力を体感してみませんか。当日はアンケート
を実施します。ぜひご意見をお聞かせください。
日時①1月22日㈰②26日㈭各10時～17時
※詳細は市ホームページをご覧ください。 市ホームページ

小金原地域の①ユーカリ交通公園北側広場
②ペンギン公園ででトライアル事業トライアル事業をを実施します実施します
公園の新しい楽しみ方公園の新しい楽しみ方をを
体験してみませんか体験してみませんか

公園緑地課
☎047－366－7380

キッチンカー ストリートサッカー体験
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　消費生活関連テーマに関する勉強会やイベントなどに参加して消費生活に関する知識を習得し、地域
の消費者リーダーとして活躍してくれる人を募集します。

任期委嘱日から令和6年3月31日㈰まで　募集人数10人（書面・面談選考あり）
応募資格以下の全てを満たす人●市内在住の18歳以上で日本語が理解できる●食料品や衣料品などの生
活必需品の販売に関係していない●国および地方公共団体など（会計年度任用職員を含む）の職員では
ない●市議会議員などの公選による職に就任していない●過去に市の消費生活モニターを経験していな
い●モニター制度の趣旨をよく理解し、協力的な人
活動内容●研修会への出席〔月1回程度平日に実施（一時預かりあり、6カ月～小学2年生、要申込）〕
●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●松戸市消費生活展への参
加●アンケート調査の回答●市作成啓発チラシの配布●市主催講座・イベントなどの周知協力他
謝礼年間上限18,000円（支払い条件あり）
3月15日㈬〔必着〕までに、ちば電子申請サービス、所定の様式またははがきに氏名（ふりがな）・

性別・住所・連絡先・年齢・職業・加盟団体（加入者のみ）・応募動機・消費
生活で興味のある分野・一時預かり希望の有無・インターネット（Eメール含
む）環境の有無を記入して〒271－8588松戸市役所　消費生活課「消費生活
モニター」係へ
※所定の様式は同課で配付または市ホームページでダウンロードできます。

市ホームページ

松戸市消費生活モニター松戸市消費生活モニター募募集集 要申込

回 内容
1 消費者問題勉強会「消費者トラブルの現状」
2 消費者問題勉強会「インターネットトラブル」
3 消費者問題勉強会「エシカル消費」
4 消費者問題検討会
5 消費生活展（運営補助）
6 施設見学会（実地研修）
7 消費者リーダー育成講座①
8 消費者リーダー育成講座②

年間スケジュール（予定）

　市では、野鳥の観察を通じて自然環境の変化や状況を把握するため、市内各地区の
ボランティア調査員を募集しています。詳細は気軽にお問い合わせください。
調査期間4月1日㈯～令和6年3月31日㈰
調査内容普段の生活（散歩・通勤など）で発見した野鳥
を記録し、半年に1回市に提出
募集地区●幸谷地区（幸谷小学校南側）●八ケ崎地区
（八光台公園周辺）●金ケ作地区（金ケ作自然公園周
辺）●古ケ崎地区（古ケ崎第二公園周辺）●六高台地
区（六高台8丁目周辺）●根本地区（北部小学校周辺）
●六実地区（六実駅周辺）●稔台地区（稔台5、6丁目
周辺）●松飛台地区（松戸南郵便局北側）●松飛台地
区（泉ケ丘1号緑地周辺）●二十世紀が丘地区（大橋公
園周辺）●秋山地区（秋山駅東側）●矢切地区（矢切駅
周辺）●高塚新田地区（梨香台小学校周辺）
2月28日㈫までに、電話で環境政策課☎047－366－
7089へ

ちば電子申請
サービス

令和4年度消費者問題勉強会

　日常生活で使える手話表現が学べます。初心者から参加でき
ますので、ぜひお越しください。
日時2月8日㈬15時～16時30分
会場ふれあい22　講師聴覚障害者　対象市内在住・在勤
定員20人程度（抽選）
1月31日㈫までに、はがきに住所・氏名（ふりがな）・年齢・

職業・電話番号・FAX番号を記入して、郵送で〒271－8588
松戸市役所　障害福祉課（☎047－366－7348、 047－366
－7613）へ

手話講習会手話講習会 要申込

地域環境調査新規調査員
（市民ボランティア）募集

研修会の様子

メジロ

市立第一市立第一中中学校み学校みららい分い分校校
令和5年度入学生徒募集 要申込

学務課☎047－366－7457

　中学校の教員免許を持つ教員が教えます。しっかり勉強す
れば卒業証書がもらえます。詳細は市ホームページをご覧く
ださい。
所在地古ケ崎1の3073（旧古ケ崎南小学校）
入学時期4月　※入学前に体験期間があります。
授業日数週5日（年間約200日）
入学資格以下の全てに当てはまる人●義務教育の年齢（満
15歳）を越えている●市内在住（県内の市外在住の人は要
問い合わせ）●中学校を卒業していない、または卒業してい
ても不登校などの理由により学び直しを希望する●みらい分
校の生活に支障がない　
授業料無料
1月16日㈪～3月3日㈮の間に、身分証明書（運転免許証、在
留カードなど）を持参して、直接同課へ（8時30分～17時）

市ホームページ

公立夜間中学

問消費生活課☎047－366－7329

1月20日㈮に、駐輪場特集号を発行します。　問交通政策課☎366－7439

求む！地域の消費者リーダー

応募
フォーム 応募フォーム

　市内または近隣に在住・在勤・在学の外国人が感じている「わたしの
考え」を、日本語でスピーチします。ぜひご観覧ください。

日時2月18日㈯13時から
会場市民劇場　
定員先着100人
費用無料
応募フォームで

　野菜や果物に草花などのモチーフを彫刻するタイの
伝統文化であるカービングを展示します。石鹸カービ
ング体験もできますので、ぜひお越しください。

日時2月2日㈭～5日㈰各10時～17時
（2日㈭は13時から）　会場文化ホール
対象小学生以上　費用無料
※�詳細は応募フォームをご覧ください。

問(公財)松戸市国際交流協会☎047－711－9511

外国人日本語スピーチ外国人日本語スピーチ
コンテストコンテスト 要申込 �

野菜や果物に草花などの形を彫刻野菜や果物に草花などの形を彫刻

問(公財)松戸市国際交流協会☎047－711－9511

タイの伝統文化「カービング」の
展示とワークショップ�

石鹸に彫られた
バラの花

2020年日本語スピーチコンテストの様子



　　　　　　　　

糖尿病健康教室 要申込 5

1月①17日㈫②24日㈫③31日㈫ 各14時～15時（13時45分開場)　
会場総合医療センター2階会議室　
内容①糖尿病と口のケア②検査のあれこれ③少しずつ工夫して血糖ダウン
講師同センター①歯科医師・歯科衛生士②臨床検査技師③保健師

電話で同センター栄養管理室☎047－712－2511（内線1091）へ

【オンライン開催】総合医療センター地域連携医療セミナー
「消化器内視鏡がもたらしたもの」要申込

1月27日㈮18時30分～19時15分　
講師内視鏡センター兼消化器内科部長・森

も り い

居真
し ん じ

史医師　
定員先着100人　
※ 申し込みなどの詳細は同センターホームページをご覧ください。
問同センター地域連携室☎047－712－0551

食からはじめる健康セミナー「野菜コース・冬」要申込 5

2月①16日㈭②17日㈮③21日㈫各10時30分～12時　
会場各保健福祉センター（①小金②中央③常盤平）
内容野菜を食べて朝から元気に過ごそう!（講話とおすすめ料理の紹介)　
対象市内在住の20歳～59歳　定員各先着12人　持ち物筆記用具

1月16日㈪9時から、電話で健康推進課☎047－366－7481へ　
※いずれか1日のみ参加可。

特定健康診査を受けて生活習慣病をストップ！ 15要申込 　
　自覚症状が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（黄色、三つ折り)
①直接委託医療機関へ②国民健康保険コールセンター☎047－712－0141

またはちば電子申請サービスで「特定健診」と検索
※ 国民健康保険に加入している35歳～39歳の人は国保健康診

査、松戸市が発行した千葉県後期高齢者医療被保険者証を持
つ人は後期高齢者健康診査を、無料で市内委託医療機関で受
けられます。

まつど健康マイレージ付与 …
費用… 無料

同センター
ホームページ

ちば電子申請
サービス

　

　生まれたての赤ちゃんのお口の中には細菌がいないことを、皆さんはご
存じですか。日々の生活の中で感染することで、口の中に細菌が存在する
ようになります。だからといって、すぐにむし歯や歯周病になってしまう
わけではありません。
　個人差はありますが、6カ月から9カ月ごろに乳歯が生え始めたら、歯
磨きを行う必要があります。歯ブラシを使用するのが理想ですが、このこ
ろはなかなか難しいので、ガーゼなどで歯の面を拭き取って上げてくださ
い。口の中を触ると嫌がられることがありますので、無理矢理ではなく少
しずつ慣らすように拭いてあげてください。歯ブラシを使用する際は、や
さしく・痛くないように・声を掛けながら行いましょう。
　1歳から2歳になると、歯の本数が増えてきます。前歯だけでなく奥歯
も生えてきます。当然むし歯のリスクも増しますので、歯ブラシを使った
歯磨きの習慣をしっかりつけていきましょう｡「食べたら磨く」というリ
ズムがとても大切です。「おやつを食べた後も？」と疑問に思うかもしれ

ませんが、無理をしない程度で構いませんので、磨けるようであれば磨い
てください。とは言え、お子さんがぐずって磨くのが難しい日や、回数が
足りない日もあると思います。寝ている間に口の中の細菌が繁殖しやすい
ので、せめて寝る前は必ず歯磨きをしましょう。
　2歳から3歳になると全ての乳歯が生え揃います。歯の本数も増えて奥
歯までしっかり揃いますので、歯磨きの際に奥歯が見えづらくなります。
特に一番奥の第二乳臼歯と言われる歯は上下とも非常に見づらく、上の歯
は頬がある外側、下の歯は舌がある内側に汚れが付きやすく磨きづらいで
す。また、歯が生え揃うほど歯と歯の間が狭くなり、物が詰まりやすくな
ります。この場所はむし歯の発見が困難なので、気付いたときには穴が開
いていた、ということが多いです。このような状況にならないよう、歯ブ
ラシだけでなくデンタルフロスの使用をお勧めします。
　小さいときからブラッシングの習慣を付けることが何よりも大切です。
無理矢理ではなく、家族の膝の上または膝の間に仰向けにしてやさしく声掛
けをしながら楽しく歯磨きをしてあげてください。また、歯ブラシを購入す
る際は、お子さんに歯ブラシを選ばせてあげるのも良いでしょう。自分で選
んだお気に入りの歯ブラシで磨いてもらうとお子さんも喜ぶと思います。本
人が楽しく歯磨きができるよういろいろと工夫をしてみてください。

（公社）松戸歯科医師会 https://matsudo.cda.or.jp

乳幼児の口
こ う く う

腔ケア

歯を大切に 229歯丈夫 胃丈夫 大丈夫
健康で明るい未来のために

健康まつど21
マスコットキャラクター

「けあら」

　健康診断やがん検診、健康づくりイベントなどへの参
加でマイルが貯

た

まり、抽選で特典が当たります！応募用
紙付きパンフレットでご応募ください。詳細は市ホーム
ページをご覧ください。
応募対象期間令和5年1月1日㈷～12月31日㈰　
対象市内在住・在勤・在学の18歳以上
応募用紙付きパンフレット設置場所各保健福祉センター、市役所・各
支所内の市民健康相談室、各市民センター（市ホームページでダウン
ロード可）
応募方法令和6年1月5日㈮〔必着〕までに、応募用紙を直接応募ボッ
クスまたは郵送、Eメールで〒271－8588松戸市役所　健康推進課
mcmileage@city.matsudo.chiba.jpへ
応募ボックス設置場所各保健福祉センター、各市民センター、各体育館
（小金原・常盤平・柿ノ木台）、市役所・各支所内の市民健康相談室
※運動公園事務所は令和5年4月1日㈯から設置します。

第8期 まつど健康マイレージがまつど健康マイレージが
スタートスタート

問まつど健康マイレージ事務局（健康推進課内）　
　☎047－366－7486

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（各管轄地域内在住優先。年齢はおおむ
ね、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　※松戸市の市外局番 047 を省略しています。

矢切　☎710－6025 710－6027

シニアのための転倒予防教室（座ってできる
体操教室） 　
日1/26㈭14時～15時会柿ノ木台公園体育館対
65歳以上定先着20人 上履き申1/16㈪9時か
ら、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（座ってできる
体操教室） 　
日1/27㈮14時～15時会市民会館対65歳以上定
先着20人申1/17㈫10時から、電話またはFAXで

小金　☎374－5221 349－0560

【Zoom開催】オンラインサロン（おしゃ
べり会）＆体操in小金 　
日2/3㈮10時～11時対65歳以上申電
話または申し込みフォームで

認知症サポーター養成講座＆出張
相談窓口
日2/3㈮14時～15時45分会小金北市
民センター定先着30人申電話または
申し込みフォームで

明第1　☎700－5881 700－5567

介護者のつどい
日2/6㈪14時～15時30分会稔台市民センター
対家族の介護をしているまたは介護の経験があ
る人定先着8人申1/16㈪10時から、電話また
はFAXで申し込み

フォーム

申し込み
フォーム

時間①④13時15分～14時45分②⑤10時15分～11時45分③18時15
分～19時45分　会場市民劇場他　対象50歳以上　定員各先着①②④
⑤若干名③15人　費用各9,900円（別途教材費）

1月25日㈬〔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☎047－330－5005へ

中高年英語教室〔全9回〕要申込
コース 日程

①楽しい英語リスニング（初級） 2/21～4/18の㈫
②楽しく学ぶ基礎英会話（初級）

2/22～4/19の㈬
③新水曜夜はやさしい英語でナイト（初級）
④初めての英会話（初級） 2/23～4/20の㈭
⑤とっさの一言！やさしい単語で英会話 2/24～4/21の㈮

シルバー人材センター

市ホームページ
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2月7日㈫10時～12時
会場ゆうまつど　講師東京証券取引所金融リテラシーサポート部
担当講師　定員20人（抽選）　持ち物筆記用具　費用無料
※一時預かりあり（6カ月～小学2年生、先着3人、当選後に要申込）。

1月25日㈬〔必着〕までに、ちば電子申請サービスまたは往復は
がきに住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記入して、
〒271－8588松戸市役所　消費生活課　冬の消費者教
室係へ
※往復はがき1枚につき1人のみ応募可。
※定員に満たない場合1月31日㈫より電話で受け付け。

問消費生活課☎047－366－7329

冬の消費者教室 要申込
シニアからでもコツコツ投資！！
〜ゼロから学ぶN

ニ ー サ

ISAのしくみ〜

ちば電子申請
サービス

ちば電子申請
サービス

　災害時の子どもを連れた避難や、女性に起こりがちな困りご
と・心配ごとについて学び、いざという時の備えと避難生活を少
しでも快適に過ごす方法について考えます。

日時2月3日㈮・9日㈭各10時～12時
会場ゆうまつど　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　定員先着30人
費用無料
※一時預かりあり（6カ月～小学2年生、先着8人、1月27日㈮ま

でに要申込）。
ちば電子申請サービス、電話またはEメールに氏

名・電話番号、一時預かり希望の場合は子どもの氏
名と年齢（月齢）を記入して、ゆうまつど☎047
－364－8778、 mcsankaku@city.matsudo.
chiba.jpへ

男女共同参画課☎047－364－8783

社会教育課☎047－367－7813

共通 ①1月23日㈪②31日㈫〔必着〕までに、各申し込みフォー
ム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、①〒271－0092松
戸市松戸1307の1松戸ビルヂング4階　社会教育課（☎047－367
－7813）②271－0092松戸市松戸1169聖徳大学10号館　聖徳大
学生涯学習課（☎047－365－3601）へ
※1件につき1講座（本人のみ）の申し込み。連名での申し込みはで
きません。　※定員に満たない場合は、①のみ1月24日㈫から電話
で受け付け。　※公共交通機関をご利用ください。

「SOA連携講座」
申し込みフォーム

生涯学習講座参加者募集生涯学習講座参加者募集 要申込

三
み や け

宅雪
せ つ れ い

嶺と哲学〔全3回〕　時間10時～11時30分
日程 内容 講師

2/ 4㈯ 総合と連続～三宅雪嶺「宇宙」の思考 玉川大学非常勤講師・笠松和也氏

2/18㈯ 三宅とは別の仕方で生命について考える～
ベルクソンを中心に

流通経済大学流通情報学部准教授・
平岡紘

ひろし

氏

2/25㈯ 三宅雪嶺「我
が か ん し ょ う け い

観小景」再読
～経書を軸として

流通経済大学教育学習支援センター
専任所員・梶

か じ た

田祥
し ょ う じ

嗣氏

①流通経済大学連携公開講座

②聖徳大学オープン・アカデミー（SOA）連携講座

2月5日㈰14時～15時30分
会場市民劇場　講師鍼灸あんまマッサージはなこ治療院長・
小
こ む ろ

室聡
さ と こ

子氏　定員先着30人　費用無料
2月4日㈯までに、松戸市オンライン申請システムまたは電話

で市立図書館☎047－365－5115へ

東洋医学東洋医学で始めるで始めるセルフケアセルフケア
～1年を元気に！～～1年を元気に！～

図書館活用講座

 オンライン
申請システム

東洋医学で始めるセルフケア
～1年を元気に！～

　面接の基本・立ち居振る舞いをジョブカフェちばの講師が教
えます。
日時1月27日㈮①13時30分～14時40分②14時55分～16時5
分　※終了後に個別相談会あり（1人15分程度、先着6人、要予
約）。　会場勤労会館　対象15歳～44歳　定員各先着10人　持ち
物筆記用具、雇用保険受給資格者証（ある人のみ。雇用保険受給
中の就職活動実績になります）　※服装自由。

電話またはEメールに件名「セミナー予約」・氏名・年齢・性
別・居住市町村・連絡先・一般または学生・希望セミナー・個別
相談希望の有無を記入して、商工振興課☎047－711－6377、

mcsyoukou@city.matsudo.chiba.jpへ

①応募書類の書き方
②面接準備

都市～文化が交わるところ〔全3回〕　時間13時30分～15時
日程 内容 講師

2/ 4㈯ 韓流ブームと新大久保コリアタウン 流通経済大学社会学部准教授・福井一
か ず き

喜氏
2/18㈯ 伝統文化と映画都市京都 流通経済大学社会学部准教授・須川まり氏
2/25㈯ 超多文化都市シンガポール 流通経済大学社会学部教授・市岡卓

たかし

氏

「流通経済大学連
携公開講座」申し

込みフォーム

可
お か

笑しみの古代ギリシア文学〔全3回〕
日程 内容 講師

2/17㈮ 真面目なだけではない叙事詩と悲劇（ホメロスの叙事詩
とギリシア悲劇作品） 国際基督教大学研究員・

山口京一郎氏2/24㈮ 現代人は喜劇で笑えるか（アリストパネスの喜劇作品）
3/ 3㈮ 古代小説とパロディ（ルキアノスの 古代ギリシア小説など）

松戸市の歴史と地理〔全3回〕
日程 内容 講師

2/27㈪ 地名、葛飾郡、東葛飾郡について
SOA講師・相原正義氏3/ 6㈪ 坂川の本流－「ふじ川」か「野川」か

3/13㈪ 流鉄「大谷口駅」付近に落ちた米軍機とその後

会場流通経済大学新松戸キャンパス　定員100人（抽選）　費用無料

時間各10時30分～11時55分　会場聖徳大学10号館　定員25人（抽選）　費用無料

要申込

講座名 日時 

①

Wordを使った文書作成講座 2/ 6㈪～ 9㈭　9:30～12:30
学んで活かそうWord講座 2/ 1㈬・ 2㈭　各9:30～12:30、13:30～16:30
Excelを使った表計算講座 2/ 6㈪～ 9㈭　13:30～16:30
Excel応用講座（Excel経験者） 2/13㈪～16㈭　13:30～16:30
Excel活用講座（Excel経験者） 2/27㈪・28㈫　各9:30～12:30、13:30～16:30
Access応用講座（Access経験者） 2/18㈯・25㈯　各9:30～12:30、13:30～16:30
PowerPoint基礎講座 2/13㈪～16㈭　9:30～12:30

② 宅地建物取引士受験講座 2/18～9/2の㈯（4/29、8/12を除く）13:30～16:30

松戸地域職業訓練センター 講座のお知らせ 　
定員各先着①5人②20人
費用各①13,000円②50,000円

（会員事業所または団体会員は各①11,000円②45,000円）
※②はテキスト代実費。
※開催日の7日前に申し込みが各1人以下の場合①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☎047－711－6377へ。
受講料を添えて、直接同センター（小金原1の19の3、

☎047－349－3200）へ

要申込
Windows10

使用

就活セミナー 要申込

防災セミナー防災セミナー
わが家の防災計画わが家の防災計画

いざという時に自分と家族を守るために
〔全２回〕要申込

広報まつど　2023（令和5）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
☎047−384−8181

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）

◆こどもミュージアム
会期3/26㈰まで
◆機織りをしてみよう
1/28㈯、2/11㈷、3/11㈯各13時～
15時30分　会場企画展示室ロビー
◆ゲームでまなぶ じょうもん
どきのもよう
1/28㈯、2/25㈯各10時～11時、
13時30分～14時30分　会場実
習室　定員各先着10人　　　
◆古代メソポタミアの宅急便
2/4㈯、3/4㈯各10時～15時30分
会場森の工芸館＆プレイルーム
◆オリジナルのミニ屏

び ょ う ぶ

風を作ろう！
3/11㈯・25㈯各10
時～12時、13時30
分～15時30分　定
員各先着5人　申同
館ホームページで
◆紙芝居と昔のあそびを楽しむ
3/26㈰紙芝居13時、14時30時
（各30分）昔の遊び13時～15時
30分（紙芝居の時間を除く)　会
場縄文の森、企画展示室ロビー

※飲み物を持参してください。
※申し込みは当日会場で。
※マスク着用。

●グラウンド・ゴルフ教室
1/22㈰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☎047－344－1735
●ソフトバレーボール教室
2/5㈰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)
2/5㈰9時～12時　会場高木第
二小学校体育館　定員先着20人
問坂本☎090－4364－2397

開館時間…9時～16時
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌平日休館)　　
※みどりの相談室は、水・土・日曜と
祝日、10時～12時、13時～15時30分

◆猛
も う き ん

禽からカラフルな冬鳥ま
で、みーんな見るぞー！
2/8㈬10時30分～12時、13時
30分～15時　講師自然解説
員・金子雅

まさゆき

幸氏、野
の じ り

尻清
きよたか

敬氏　
定員各先着15人（小学生以下は
保護者同伴)　費用無料
◆植物ウオッチング「カラフル
な実を探そう」
2/11㈷10時～11時、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
（小学生以下は保護者同伴)
費用無料
◆スワッグ作り
2/12㈰10時30分～12時　講
師みどりの相談員・秋元満

み つ じ

司氏
定員先着15人　費用1,500円
◆樹の妖精？！かわいい冬芽
と葉痕を観察しよう
2/14㈫10時～11時30分、13時
30分～15時　講師自然解説員・
鈴木晴

は る み

美氏　定員各先着10人
（小学生以下は保護者同伴)
費用無料
◆身近なコケについて知ろう！
2/17㈮10時～11時30分、13時
30分～15時　講師自然解説
員・池田駿

しゅん

氏　定員各先着8人
費用無料
◆自然観察入門「アカガエル
の卵を探そう」
2/23㈷10時～11時、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10人
（小学生以下は保護者同伴)
費用無料

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

◆松戸市小中学校書初展
1/18㈬～22㈰
問学習指導課☎047－366－7458
◆松戸市小中学校造形作品展
1/25㈬～29㈰
問学習指導課☎047－366－7458
◆富士百景写真展
1/31㈫～2/5㈰
問稲積☎090－1462－1620
◆タイカービング展示・ワー
クショップ体験
2/2㈭～5㈰
問（公財）松戸市国際交流協会☎
047－711－9511
◆松戸市明るい選挙啓発習字
作品展
2/8㈬～12㈰
問選挙管理委員会事務局☎047
－366－7386
◆旧齋藤邸活用プロジェクト
市民作品展示会
2/8㈬～12㈰
問社会教育課☎047－367－7813

文化ホールギャラリー
☎047−367−7810

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！～
1/28㈯13時15分～15時30分　
内容ドットペインティング技法を
使ったアボリジニアート　講師
学習支援専門員・泉

いずみ

晴
せ い こ う

行氏
定員9人（抽選)　持ち物飲み物
申1/17㈫17時まで
に松戸市オンライン
申請システムで
問社会教育課☎047
－367－7813

古民家 旧齋藤邸
☎047−382−5570

　2/3㈮まで展示替えで休館中
です｡　※戸定邸は通常どおり
開館しています。

戸定歴史館
☎047−362−2050

◆体験教室 「裂
さ

き織りをして
みませんか」
2/8㈬・9㈭各9時40分、10時40
分、11時40分、13時40分、14時
40分（各40分)　内容古い布を
裂いて、新しい布に再生する先人
の知恵を体験　会場同館実習室
定員各1人（抽選)　費用無料　
申1/25㈬〔必着〕まで　※希望日
時・希望時間を記載してください
◆小学生学芸員展示解説会
1/29㈰14時、15時　会場企画
展示室ロビー　内容一年を通じ
て体験した米作りの成果解説
◆学芸員講演会「鎌倉殿は十四、
五人」
2/26㈰13時～15時　会場同館
講堂　講師同館学芸員　定員75
人（抽選)　費用無料　申2/8㈬
〔必着〕まで
◆学芸員講演会「（仮）常盤平
団地60年の生活史再論」
3/5㈰13時～15時　会場同館講
堂　講師同館学芸員　定員75人
（抽選)　費用無料　申2/15㈬
〔必着〕まで

学芸員講演会は申込制です。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、市立博物館〒270−2252 
松戸市千駄堀671「(催し物の名称）
係」へ

運動公園
☎047−363−9241

　1/15号では「運動公園」コー
ナーの掲載はありません

パークセンター
☎047−345−8900

21世紀の森と広場

講座は全て申込制。1/17㈫9時から電
話でパークセンターへ（9時～17時）

◆苗づくりからはじめよう夏
野菜
2/18㈯10時～11時30分　講
師みどりの相談員・橋

はしもと

本倉
く ら じ

司氏
定員30人　費用無料
◆竹ひごでつくる花かご
2/25㈯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
◆実践～アジサイの冬剪定～
2/26㈰13時30分～15時　講師
みどりの相談員・丸尾三恵子氏
定員先着15人　費用1,000円

◆認知症の事 当事者に聞く
日1/21㈯13時～15時会はれの日サロン
西友常盤平店（新京成常盤平駅下車）定
先着10人費500円申電話で介護・認知症
の家族と歩む会・松戸・北川☎090－
5509－5398へ
◆現役中国人女性留学生による中国語教
室・見学会
日1/21㈯13時15分～15時45分会五
香市民センター定先着2人申電話で五
香中国語会話教室・諏訪☎090－9817
－2314へ
●健康体操体験教室（ストレッチ、リズム
体操など）
日1/25㈬9時20分～10時50分会小金
原市民センター対50歳以上の女性費1
回500円申電話で健康体操さざんか・
平石☎713－8189へ

◆寒さに負けずに身体を動かそう! 
日1/23㈪・30㈪各13時20分～14時
50分会六実市民センター内健康体操定
各先着5人費各500円申電話でむつみ
健康体操会・岡崎☎389－5315へ
◆認知症に関する相談と交流会
日1/27㈮13時～15時会総合福祉会館
定先着8人申電話でちば認知症相談コー
ルセンター（水曜除く平日10時～16時）
☎043－238－7731へ
◆病気知らずを目指し、腰・股関節・坐
骨・膝痛の解消体操
日1/29㈰9時45分～11時15分会市民
会館定先着5人費2,000円申電話で股
関節柔軟体操会・長谷部☎090－6535
－2133へ
◆狭山事件再審学習会
日1/29㈰13時30分～16時会市民会館

講弁護士・河村健夫氏定先着100人費
300円問狭山事件にとりくむ東葛住民
の会・神

かんばやし

林☎343－3803
●松戸市野球協会大会受け付け
日2/12㈰9時～15時会運動公園野球場

本部室対市内在住・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

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

松戸市の市外局番
047を省略しています

同館
ホームページ

相談名 日時 予約・問い合わせ

思春期相談
電話

㈪～㈮9:00～17:00（祝日を除く)
☎047－361－2138

来所
精神保健福祉相談 2/2㈭、2/20㈪ 各14:00～16:00
酒害相談 2/16㈭ 14:00～16:30

相談名 日時 予約・問い合わせ

DV相談
電話 ㈪～㈮9:00～17:00（祝日を除く)

☎047－361－6651
来所 原則㈮9:00～17:00

障害者
差別相談

電話
㈪㈫㈭㈮ 各9:00～17:00(祝日を除く） ☎047－361－2346

047－367－7554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 　※電話相談は予約不要。

オンライン
申請システム

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
※ 1/15㈰、2/26㈰を除

く。

1
月

企画展示関連映像１
現代日本の形成過程第30巻 住宅（30分)

2
月

企画展示関連映像2
現代日本の形成過程第41巻　農村と
農業（30分）

土日祝のキッズシアター
(土・日曜、祝日）13:15
※ 1/15㈰、2/26㈰を除

く。

1
月

アニメふるさと再生　日本昔ばなし
「一

ひ と あ し せ ん り

足千里のわらじ、山伏と白い狼、
月日のたつのは早い」（25分）

2
月

アニメふるさと再生　日本昔ばなし
「七羽の白鳥、謎の恋歌､『お』は難し
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84人（申込不要)  ※座席指定｡　費用無料

●小金原テニスクラブ（硬式テニス）
日要問い合わせ (7時～17時）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）問佐々木 ktc-web@ktctennis.
com
◆幸谷クラブ（4人制軟式バレー）
日㈬㈮各19時～21時会幸谷小学校体育

館費月300円問田中☎090－8310－5426
●健康づくりグループ　サークル・アキ
（ストレッチ体操）
日㈭10時～12時会明市民センター対80
歳までの女性費年13,000円 300円問
小林☎電話090－3406－3152へ
◆すばる社交ダンスサークル
日㈬13時～15時会常盤平体育館費月
3,000円問青山☎070－1477－5432

会 員 募 集
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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。
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世界のためにみんなで考えよう

地
生
方

創

VOL.
9

政策推進課市政総合研究室☎047－704－4006
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令和4年6月生
ご近所の方々に話しかけて
もらえて嬉しいです！
お姉ちゃんと早く遊んでみ
たいなあ〜

令和4年2月生
いつも幸せな時間をあり
がとう。これからも楽し
く過ごそうね！

令和3年11月生
お兄ちゃんたちに可愛がら
れてる、あこちゃん。笑顔に
毎日癒されてます。いっぱい
愛されて大きくなあれ。

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)・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（☎047－366－7320）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!

琴こ

と

み実
ち
ゃ
ん

桃と

う

や耶
ち
ゃ
ん

彩あ

こ瑚
ち
ゃ
ん

　「元さんと一緒に表彰台に上がることを目標にしていたので、それ
が叶ってすごくうれしいです」と笑顔で話すのは、昨年5月にフラ
ンスのモンペリエで開催された「F

フ ィ ズ

ISE World Series」BMXフリー
スタイルフラットランドで2位に入賞した莊司ゆう選手。弱冠21歳
の普段見せる少年のようなあどけない笑顔からは想像できない迫力
あるパフォーマンスで、観客を沸かせます。
　莊司選手がBMXを始めたのは小学5年生のとき。友達に誘われ
て、市立博物館前の広場でBMXの練習をしている人たちを訪ねたこ
とがきっかけでした。中学2年生のときにプロライダーの佐々木元
選手に弟子入りするも、「100時間練習してもできなかったら聞け」
という教えに、「両足が血だらけになるほど練習しました」と、根っ
からの負けず嫌いな性格と気合いで応えたそうです。「BMXの魅力
は練習した分だけ技がうまくなるところ。技の種類が本当に豊富
で、乗り方も選手それぞれ違うんです」と語ります。
　めきめきと技術を高めていった莊司選手ですが、トップライダー
のほとんどがオリジナルの技を持つこの世界で、「どうやったらオリ
ジナルの技を生み出せるのか全然分かりませんでした」と振り返り、
佐々木選手と一緒に何回も試行錯誤しながら独自の技を考えたと言
います。そのとき磨いた技が、前輪と後輪をジャンプで交差しながら
さまざまな技を繰り広げる豪快な「トランスファー（入れ替え）」で
す。これを武器に、SNSに自身の動画を投稿するコンテスト「Master 
of Creativity」に参加。自分のオリジナルトリックを世間に披露する
のは初めてだった莊司選手ですが、世界で活躍するライダーたちが参
加するプロクラスで見事4位の成績を収め、「世界のたくさんの人に
知っていただき、称賛のコメントをもらえたときは自信につながりま
した」と背中を押してくれたチャレンジだったと話してくれました。
　転倒して怪我をする恐怖との闘いでもあるBMX。自身が運営する
スクールでは、「その怖さに勝てたとき、成長のスピードが格段に上
がる」と子どもたちに教えています。「自分のその瞬間を今でも覚え
ていて、元さんができるまで絶対に帰してくれなかったんですよ」
と笑顔で振り返ります。
　佐々木選手と表彰台に上がると
いう目標は達成しましたが、「自
分はまだ世界大会で優勝したこと
がないので、来年こそは皆さんが
驚くような新しい技で優勝したい
です」と新たな目標に向かって
2023年シーズンに臨む荘司選手。
　2028年のロサンゼルスオリン
ピックで新種目採用への期待が
高まるBMXフラットランド。世界
王者・佐々木選手に続
くライダーは、確実に
育っています。
※莊司選手の活動やス

クールの詳細はイン
スタグラムで。

　市内在住のBMXプロライダー・佐々木元選手
（鎌ケ谷巧業㈱所属）が、昨年11月11日にアラブ
首長国連邦で行われた「UCIアーバンサイクリン
グ世界選手権」で見事優勝し、世界ランキング１位
となりました。
　佐々木選手が出場した「BMXフリースタイル・ 
フラットランド」は、2028年ロサンゼルスオリン
ピックで正式種目に採用される可能性があり、市長を表敬訪問した際には、

「オリンピック種目になるまでは引退しない
と決めている。常に新しい技を披露して勝つ
選手でいたい」と、すでに5年後を見据えた意
気込みを熱く語ってくれました。

　昨年11月20日に三重県で開催された同コンクール大学職場一般部門・混声
合唱の部で、同団体が見事金賞を受賞しました。
　市長を表敬訪問した同団体は、「合唱が盛んな松戸市でも、社会人になると
合唱を辞めてしまう人も多い。そんな人たちの受け皿となり、地元で活動し

続けられる場を提供するチームでありた
い」と話してくれました。

同選手権での佐々木元選手

左から黒
くろかわ

川和
かずのぶ

伸氏、伊
い と う

藤未
み な お

真氏、本郷谷市長、
法
のりはし

橋芳
よ し え

枝氏、吉
よ し だ

田 宏
ひろし

氏、片
かたおか

岡大
だ い じ ろ う

二郎氏

合唱団体「V
ヴ ォ ー チ ェ

OCE A
ア ル モ ニ カ

RMONICA」
全日本合唱コンクールで金賞

佐
さ さ き

々木元
も と

選手BMXプロライダー・

社会教育課
☎047－367－7813

表敬訪問で披露してくれた、同コンクー
ル課題曲G1「Gaude  v i r go , 
mater Christi（喜べ、おとめ、キ

リストの御母よ）」は、市公式
YouTubeチャンネル「まっ 
ちゃんねる」で視聴できるよ！ まっちゃんねる

貴重な景観！みどり豊かな常盤平団地！
　市と㈱ミライノラボは、「まつどSDGsキャラバ
ン」として、市内4大学の在学生を中心としたメ
ンバーと共に、「常盤平団地エリア」の魅力向上に
向けて調査・研究を進めています。常盤平団地に
は、60年以上も住民に親しまれているシンボルツ
リーの「ケヤキ」や「メタセコイヤ」など、環境
と景観に優れた緑地があり、（公財）都市緑化機構

が社会や環境に貢献している緑地を評価する制
度「S

シ ー ジ ェ ス

EGES」の認定を受けています。この豊か
な緑を誇る団地の価値をさらに多くの人に知っ
てもらうため、エリア内の緑を紹介しながら住
民の意見を取り入れる「ガーデンツアー」が
UR都市機構主催で行われています。昨年11月
に私も参加しましたが、松戸市を含む首都圏は

常盤平団地エリアガーデンツアー（提供：UR都市機構）

都市開発・宅地開発によって緑地が限られ
ているにもかかわらず、これだけのグリー
ンインフラが整備されていることにとても
驚きました。
　今後はこの緑地環境を生かし、SDGsの 

「経済」「社会」「環境」 
の3つの視点も加味し
た 、 生 活 と み ど り が
融合した新たなライフ
ス タ イ ル を 提 案 す る
フォーラムを開催予定
です。詳細は決まり次
第、市ホームページや
広報まつどでお知らせ
します。

BMXプロライダー　莊
し ょ う じ

司 ゆうさん

師匠に続け！
世界の頂点へ

莊司選手
インスタグラム トランスファーを決める莊司選手

右記「スポットライト」で
紹介している
莊司選手とは

師弟関係なんだって！

寄稿者㈱ミライノラボ
学生メンバー（千葉大学
２年）・工藤美

み ゆ
優さん

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。 10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
2023.1.15
（令和5年）
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スポーツ課☎047－703－0601

UCIUCIアーバンサイクリングアーバンサイクリング世界選手権世界選手権でで優勝優勝
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	広報まつど9面_0105
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