
出産・子育て応援
交付金制度スタート

市内で安心して出産・子育てができるように
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2023（令和5）年

　妊娠期から出産・子育てまで一貫して寄り添ったサポートを受けられるよう、身近で
相談に応じ必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」と、妊婦や子ども1人につき5万円を
支給する「経済的支援」を一体として実施する制度が3月1日から始まりました。
※詳細は市ホームページをご覧ください。 市ホームページ

「出産・子育て応援交付金」

伴走型相談支援について各親子すこやかセンター（中央☎047－366－7766、小金☎047－346－6066、常盤平☎047－384－8020）
交付金について松戸市出産・子育て応援交付金コールセンター 0120－178－962（平日9時～17時30分）

地域福祉課☎047－366－3019

④妊娠8か月頃面談
　妊娠7か月頃に面談希望の有無を含むアンケートを送付しま
すので、必ずご回答ください。

②妊婦面談
　妊娠の届け出時または後日に、アンケートに答えていただき
ます。その回答内容に基づいて健康状態やサポートなどについ
て面談を行い、出産応援交付金の案内をします。

①妊娠の届け出
　市役所・支所などにある市民健康相談室に妊娠の届け出を
し、母子健康手帳を受け取ってください。

③子育て応援交付金の申し込み
　申し込みは電子申請で行います。
支給額子ども1人当たり5万円
※令和4年4月1日～令和5年2月28日の間に生まれた子は出産応援交付金

と合わせて10万円。該当者には3月末までに申請の案内を送付します。

　2月6日、トルコ南東部のシリア
との国境付近を震源とする地震が発
生しました。被災された人々を支援
するため、市役所本館1階受付・各
支所に救援金の募金箱を設置してい
ます。ご協力をお願いします。

③出産応援交付金の申し込み
　申し込みは電子申請で行います。
支給額妊婦1人当たり5万円
※令和4年4月1日～令和5年2月28日の間に妊娠届を提出し、まだ

出産していない人には、3月末までに申請の案内を送付します。

●乳児健康診査
　母子健康手帳発行時に別冊
（受診票）を配布しています。生
後3～4か月、6～7か月、9～10
か月の間に受診してください。
●定期予防接種
　出生届提出時にお渡しする定
期予防接種ガイドブックを確認
し、適切な時期に接種を受けて
ください。

①出生届
　市役所または支所に出生届を提出し、児童手当・子ども医療費助成制
度の手続きを行ってください。市民健康相談室では母子保健サービスの
案内を行っていますので、お立ち寄りください。

②乳児家庭全戸訪問
　子が生後4か月になるまでに保健師・助産師が訪問し下記の面談を行
い、子育て応援交付金の案内をします。
●子の体重測定や授乳・発育・発達などの育児相談
●家族の健康や産後の生活などの相談　●利用できる支援・サービスの案内など
※絵本1冊と関連する案内をセットした「ブックスタート・パック」もお

渡しします。

●産婦健康診査
　健診の費用を最大5,000円、2回まで市が助
成します（回数は医療機関により異なります）。
●産後ケア（審査あり）要申込
　出産後の育児に不安があり、家族などか
ら援助が十分に得られない家庭
を支援します。原則産前にお申
し込みください。
※詳細は市ホームページをご覧

ください。
市ホームページ
「出産したら」

市ホームページ
「妊娠したら」

同社
ホームページ

●妊婦健康診査・歯科健康診査
　最大14回妊婦健診費用の助成を受けられます（助成額に上限あ
り）。歯科健診は市内委託医療機関で1回無料で受けられます。
●妊婦訪問
　助産師や保健師などが訪問し、妊娠中や出産に向け
ての相談ができます。
●ママパパ学級 要申込
　初めてママ・パパになる人が妊娠・出産・育児につ
いての講話や実習を受けられます。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

妊娠期妊娠期のの支援支援のの流れ流れ 出産後出産後のの支援支援のの流れ流れ

その他の妊婦への支援 その他の出産後の家庭への支援

2023トルコ・シリア
地震救援金を

受け付けています

金融機関名 口座番号 口座名義
ゆうちょ銀行・郵便局 00110－2－5606

日本
赤十字社

三井住友銀行すずらん支店 普通2787787
三菱UFJ銀行やまびこ支店 普通2105790
みずほ銀行クヌギ支店 普通0623536

※詳細は日本赤十字社ホームページをご覧ください。
松戸市お知らせ
キャラクター・
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安心して子育てを
スタートできるように

親子の健康を支え、
さまざまなサポートの情報を提供

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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●家庭ごみの分け方出し方・地区割表を配布
●3月は「自殺対策強化月間」
●松戸モリヒロフェスタ 和太鼓の公演
「子どもたちの居場所を支える人々」
市民活動特集を折り込んでいます



2 広報まつど　2023（令和5）年3月1日

4月9日㈰は千葉県議会議員一般選挙の投票日です。投票日当日に投票に行けないと見込まれる人は、

一時多量ごみは市では収集しません
引っ越しごみの処理方法
粗大ごみ（布団やベッド、ソファなど）

●自宅への収集を依頼する場合
　粗大ごみ受付センターに電話で申し込み、粗大ごみ処
理券を購入してごみに貼り付け、収集日当
日に指定された収集場所に置いてください。
費用1点につき1枚1,000円

電話で粗大ごみ受付センター
☎047－391－0007へ　※粗大ごみ処理券は
3月31日㈮で市役所環境業務課窓口での販売
を終了します。その他の取扱所一覧は市ホームページをご
覧ください。
●清掃施設への持ち込みを希望する場合
　電話またはインターネットで予約の上、清掃施設へ持
ち込んでください。
持込先松戸市リサイクルセンター（七右衛門新田316の4）
費用1kg当たり17.6円
※20kg未満は一律352円。

電話で持ち込み専用ダイヤル☎047－
707－2746または持ち込み専用サイトで

家電リサイクル法対象品目
（洗濯機、テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷
凍庫、衣類乾燥機など）

　指定引取場所へ持ち込む
か、購入した店舗や一般廃
棄物処理業者に収集を依頼
してください。詳細は市ホー
ムページをご覧ください。

家庭用パソコン
　国の認定事業者であるリネットジャパン
リサイクル㈱の宅配便回収または各メー
カーの受付窓口へお問い合わせください。
※ノートパソコンは市役所・

支所・市民センターなどに
設置された小型家電回収
ボックスでも回収していま
す。詳細は市ホームページ
をご覧ください。

　一時的に多量に出るごみは、分別区分や持ち込み基準に
従い、清掃施設へ持ち込むか、一般廃棄物処理業者に収集
を依頼してください。

　療養中の外出自粛が緩和されたことから、県の配食サービスは1月末に
終了しました。しかし、新型コロナウイルス感染症はいつどこで誰が感
染するか分かりません。急な療養生活に困らないよう、1週
間分を目安に日頃から食料・日用品や服薬中の薬を備えてお
きましょう。
※詳細は県ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染・
療養に備えて備蓄の準備を！

　改めて火の取り扱い
や防火対策を確認し、
火災を防ぎましょう。

問消防局予防課
☎047－363－1114

問市民課☎047－366－7340
問健康推進課☎047－366－7481

問家庭ごみ相談コールセンター
0120－264－057または

☎050－5358－9687

問都市計画課☎047－366－7372

●たばこの消火が不十分でごみ類や布団に着火した　●屋外での喫煙や、歩きたばこをして、吸い殻を不
適当な場所に捨て火災に至った　●コンセントが完全に差さっていない状態で電気機器を使用し、発火
した　●家の前に置いたごみや、ごみ置き場のごみなどに放火された　●調理中にその場から離れ、油な
どの温度が上がり発火した

たばこ ●吸い殻は不適当なところに捨てず、灰皿に捨
てる　●灰皿に水を張るなど、確実に消火する
放火・放火の疑い ●家や事業所の周りは整理整頓し、周
りに燃えやすいものを置かない　●ごみは収集日の朝に出す
電気機器・配線器具 ●コンセントは確実に差し込み、ほ
こりなどを清掃する　●不必要なプラグを抜く　●コー
ドはタコ足配線にせず、物の下敷きにならないよう配
置する

お出かけは  マスク戸締り  火の用心（2022年度全国統一防火標語）

　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
時期です。混雑の解消や平日に手
続きできない人のため、市民課窓
口を臨時開設します。

開設時間9時～17時
※各支所は臨時開設しません。
主な取扱業務●転入・転出・市内
転居の届け出●印鑑登録の受け付
け●戸籍届け出の預かり●住民票、
戸籍謄抄本、印鑑登録証明書の発
行など　※他市町村や関係機関に
確認が必要な手続きなど、一部取
り扱いできない業務があります。
詳細はお問い合わせください。

　広報まつど3月15日号とともに新聞折込
や広報まつど個別宅配サービスでお届け
するほか、市役所・各支所・各市民セン
ター・行政サービスセンターなどに配架し
ます。英語・中国語・ベトナム語・韓国語
版は、4月3日㈪から市役所・各支所に配架
します。　※全戸配布は行いません。

　これまでの景観表彰受賞物件
を展示します。
期間3月6日㈪～14日㈫（開庁日
のみ）　会場市役所1階連絡通路

令和3年度建築物・工作物部門
（屋外広告物） 松戸景観奨励賞

「家庭ごみの分け方
出し方」「地区割表」
を3月15日㈬から配布します

火災発生件数
令和3年 令和4年

建物 83 件 73 件 
車両 7 件 10 件 

その他 25 件 31 件 
総件数 115 件 114 件 

たばこ 19件

放火
12件

配線器具
12件

電気機器 12件こんろ 9件
放火の疑い 9件

他
41件 114件

グッドマン松戸（松飛台）

メリーチョコレートカムパニー松戸工場（稔台）

市民課の窓口を
臨時開設します

市ホームページ
「粗大ごみ処理券

取扱所」

市ホームページ
「家電リサイクル法

対象品目」

市ホームページ
「家庭用パソコン

の廃棄」

持ち込み専用サイト

景観表彰パネル展示

３月１１日㈯・２６日㈰、４月２日㈰

白井聖地公園行き（往路）
停留所 五香駅西口発 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

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

五香駅西口行き（復路）
停留所 白井聖地公園発
運賃 往路区間と同額

時刻

１０時 00 30
１２時 50
１３時 20
１５時 40

運行日3月18日㈯・19日㈰・21日㈷　所要時間片道約40分
運行区間新京成五香駅西口～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お支払いください。

白井聖地公園行き季節バス季節バスを運行します

ちばレインボーバス㈱☎0476－46－0022

火災から命を守るために

　申請書の書き方や、申請に必要
な顔写真の撮影など、マイナン
バーカードの交付申請に必要な手
続きを会場でサポートします。で
き上がったカードは申請の約1カ
月後に受け取れます。詳細は同
コールセンターにお
問い合わせいただく
か、市ホームページ
をご覧ください。

期間 会場

3/ 3 ㈮～14 ㈫ テラスモール松戸3階
北モール通路

3/ 8 ㈬～17 ㈮ プラーレ松戸 6 階
3/22 ㈬～30 ㈭ キテミテマツド 9 階

時間10時～18時（各会場の最終日
は15時まで）

無料撮影
マイナンバーカードマイナンバーカードをを商業施設商業施設でで
申請できます申請できます 問松戸市マイナンバーカードコールセンター

☎047－366－8178

市ホームページ

マイナポイントの
申し込み期限が5月末まで

延長されたよ！

顔写真を

マイナンバー制度マスコットキャラクター「マイナちゃん」

県ホームページ

千葉県の
配食サービスは
終了しました

3月1日㈬～7日㈫は
春季火災予防運動期間

火災に
至った
事例

対策

こんろ ●調理中にその場を離れるときは、
火がついていないことを必ず確認する
その他 ●住宅用火災警報器は10年を目安に
交換する　●火災拡大を防ぐため、カーテン
やじゅうたんなどは防炎品にする　●火が小
さいうちに初期消火できるよう、住宅用消火
器などを設置　●高齢者や身体の不自由な人
を守るために、隣近所の協力体制をつくる

主な火災原因

「放火」・「放火の疑い」
は合わせて21件！

令和5年度版



お知らせ
松戸市生涯学習情報提供システム（ま
つどまなびぃネット）リニューアル

　市が認定する社会教育関係団体（文
化・スポーツ）の情報を
提供しています。詳細は
市ホームページで 社会
教育課☎367－7813

松戸市健康づくり推進会議の市民委員
募集
内松戸市健康増進計画「健康松戸21Ⅲ｣
推進に関わる審議会対市が設置する他
の審議会などの委員になっていない市
内在住の18歳以上　※詳細は市ホーム
ページで申3/20㈪〔必着〕までに、郵
送またはEメールで「健康松戸21Ⅲ」
についての意見（800字程度)、申込
書を〒271－0072松戸市竹ケ花74の
3　松戸市中央保健福祉
センター3階　健康推進
課 mckenkou@city.
matsudo.chiba.jp（☎
366－7486）へ

精神保健福祉士（会計年度任用職員）
募集
業務内容自殺対策に関する相談支援・関
係機関との連絡調整など 勤務日時平日
週4日、9時～17時時給 1,464円（別途
交通費支給）対精神保健福祉士の有資
格者 募集人数1人申電話で健康推進課
☎366－7486へ

マイナンバーカード交付関連事務職員
（会計年度任用職員）募集
勤務日時週5日、9時～19時の間で5.5時
間（休憩45分)　※要相談勤務場所松戸
市マイナンバーカード交付センター、市
役所市民課時給 1,000円～1,032円申
電話で市民課☎375－8035へ

生活保護高齢者訪問員募集
勤務日時原則週4日、9時～17時（休憩
45分）業務内容訪問・生活状況の把握
※簡易なパソコン操作業務あり必要資格
精神保健福祉士、ケアマネージャー、社会
福祉士、社会福祉主事など 募集人員1人
時給1,460円（期末手当あり、社保・雇用保
険適用） 生活支援二課☎704－3986

地域包括支援センター職員募集
勤務日時平日週5日、8時15分～17時
15分勤務場所常盤平地域包括支援セン
ター業務内容高齢者の相談支援必要資格
社会福祉士、主任介護支援専門員、保健
師または看護師募集人数各１人 同セン
ター・市川☎330－6150

奨学金と研究機関などへの助成
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 募集人員
①8人②5人月額給付①1万5千円②3万
円（ともに返済不要）研究機関助成 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
究機関など助成額年間10万円申5/16㈫
〔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

ひかりしょうがくかい

奨学会 (☎
368－3356）へ

常盤平さくらまつり ごみステーション
ボランティアスタッフ募集
日3/25㈯・26㈰各13時～18時30分
※1日参加可、弁当代と交通費（1日計
1,000円）の支給あり対18
歳以上申3/15㈬までに、
同まつりホームページで
同まつり実行委員会・佐藤
☎090－4394－3142

あき地の雑草刈り取りの紹介を希望す
る業者を募集

　登録業者は、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へ

かっこいい甲
かっちゅう

冑を作ろう！参加者募集
　参加者には後日説明会を行います　
日4月～9月の第2・4㈬㈭各9時～16時
会戸定が丘歴史公園内松雲亭 幼児用
5万円、小人・大人用6～7万円申3/10
㈮〔消印有効〕までに、申し込みフォー
ムまたははがきに住所・氏名・年齢・電
話番号・希望サイズを記入して、〒271
－0091松戸市本町7の3　松戸観光案
内所「松戸手づくり甲冑愛
好会」へ 同会・知久☎
080－5438－4039　※甲
冑の制作も承ります

3月の松戸競輪開催日程
本場開催22㈬～24㈮（FⅠナイター）場外
開催 4㈯～7㈫大垣記念（GⅢ）、5㈰～
7㈫小田原（FⅠ）、9㈭～10㈮大宮（FⅠ）、
9㈭ ～11㈯ 名 古 屋（FⅠ）、9㈭ ～12㈰
松山記念（GⅢナイター）、11㈯～13㈪
平塚（FⅠ）、18㈯～21㈷別府（ウィナーズ
カップ GⅡ）、19㈰～21㈷高知（FⅠ）、
20㈪～22㈬静岡（FⅡ）、22㈬～24㈮
宇都宮（FⅠ）、23㈭～25㈯福井（FⅠ）、
25㈯～27㈪小田原（FⅠ）、26㈰～29
㈬玉野記念（GⅢ） 公営競技事務所☎
362－2181

講座・講演・催し
障害者就労施設の利用者が清掃・補修
したリユース品を販売
日3月の㈰10時～15時会リサイクル
センター再生家具室 廃棄物対策課☎
704－2010

ふれあい教室「朗読をきくかい」
日3/8㈬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

【シニア世代向け】今よりさらに美しく
なれる簡単メイクレッスン
日3/8㈬10時～12時会矢切老人福祉セ
ンター講ケアビューティスト・丹

た ん の

野陽子
氏対60歳以上定先着10人 化粧下地、
ファンデーション申同センター☎368－
1508へ

ふれあい教室「一般教養講座」
日①3/8㈬②3/10㈮③3/17㈮④3/22
㈬各19時～20時30分会勤労会館内①
スピーチ力を磨こう②毎日をワクワク
させる「Well－Being」③マインドフ
ルネス体験講座④アンガーマネジメン
トの習得対市内在住・在勤または就職
を希望する16歳以上申電話で同館☎
365－9666へ

(公社)松戸市シルバー人材センター
入会説明会
日3/10㈮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60歳以上定
先着40人申申し込みフォ
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3/11㈯7時50分松戸駅東口デッキ集
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〕 筆記用
具・観察用具など 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

子ども向けプログラミング教室「コー
ダー道場まつど」
日3/11㈯13時30分～16時会松戸観
光案内所（松戸駅下車）対マウス操作
ができる小学生（要保護者同伴）
ノートパソコン（貸出あ
り)定先着8人申C

コ ー ド

ode f
フォー

or 
M
マ ツ ド

atsudoホームページで

自転車かごカバーや自転車盗難・空き
巣対策グッズを配布〔雨天中止〕

　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）日3/15㈬10時～10時30分会新松
戸第１公園（新松戸1の327)、つばき
公園（常盤平7の12の1）定各先着100
人 市民安全課☎366－7285

NPO・市民活動のためのインター
ネット検索大活用講座～Google、
Instagram、Twitterなどさまざまな
WEB検索の活用方法を学ぶ～
日3/23㈭18時～20時講まつど市民活動
サポートセンターITコーディネーター・
齋藤和輝氏対NPOや市民活動の運営に
関わっている人定先着15人会同セン
ター インターネットに接続できるス
マートフォンまたは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

まつどサポステ公開就職準備セミナー
①企業説明会②派遣の働き方と製造
業・事務職について
日3/24㈮①10時～12時②14時～16時
※各回開始30分前から受け付け会松戸
商工会議所別館（松戸駅下車）対15歳
～49歳定各先着30人程度申電話でま
つど地域若者サポートステーション☎
703－8301へ

NPO・市民活動よろず相談室「NPO・
市民活動のための広報発信力講座～
WEBサイト、チラシデザインのポイン
ト～」
日3/28㈫13時30分～15時30分会新
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長対ボラン
ティア団体やNPO、町会などの運営・
広報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

会議
教育委員会会議
日3/9㈭13時から会京葉ガスF松戸ビ
ル5階会議室（傍聴は当日12時30分か
ら会場前で受け付け） 教育総務課☎
366－7455

農業委員会総会
日3/10㈮15時から会市役所新館7階
大会議室傍聴定員先着5人（当日14時
40分～14時55分の間に会場前で受け
付け） 農業委員会事務局☎366－
7387

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。

同ホームページ

同まつり
ホームページ

申し込み
フォーム

申し込み
フォーム

市ホームページ

市ホームページ

小さい子のためのおはなし会
日時3月9日㈭・14日㈫・17日㈮・21日㈷・23日㈭・
24日㈮・28日㈫・30日㈭各10時30分～11時、14時
30分～15時　会場子ども読書推進センター
対象0歳～3歳程度の子とその保護者　定員各先着6組

みんなのおはなし会
時間16時～16時30分（3
月11日㈯のみ11時～11時
30分)　
対象幼児～小学生とその保
護者

絵本はじめのいーっぽ
～乳幼児のための読み聞かせサポート～ 要申込

対象0歳～3歳程度の子とその保護者
電話で各会場へ（★は申し込み不要)

子ども読書推進センター☎047－331－0077

日程 会場 定員(先着)
3/10㈮ 明市民センター 8組
3/11㈯ ひがまつテラス（地域館内） 6組
3/17㈮ 五香市民センター 8組
3/21㈷ 小金原市民センター 8組
3/23㈭ ひがまつテラス（地域館内） 6組
3/24㈮ 新松戸市民センター 8組
3/28㈫ 小金市民センター（分館内） 3組

日時 会場（駐車場はありません） 定員
(先着)

電話
（市外局番047）

★3/10㈮ 10:30 ～11:00 常盤平児童福祉館 10組 387－3320
3/14㈫ 10:00 ～10:30 河原塚第一町会公民館   6組 391－6581
3/17㈮ 10:00 ～10:30 CMS子育て支援センター（六高

台保育園内）   5組 394－5590
3/22㈬ 10:30 ～11:00 ほっとるーむ新松戸   8組 375－8737

★3/23㈭ 10:30 ～11:00 矢切公民館   6組 368－1214

★3/24㈮ 10:45 ～11:15 チェリッシュ・サポート・シス
テム（野菊野こども園） 20組 308－5880

11:20 ～11:50 根木内こども館   6組 315－2985

親子で楽しむ！おはなし会親子で楽しむ！おはなし会

広報まつど　2023（令和5）年3月1日 3

4月1日㈯～8日㈯に市内12カ所で行える期日前投票をご利用ください。　問市選挙管理委員会事務局☎047－366－7386
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NAOKO SPACE PLANETARIUM

市民会館プラネタリウム室
同館☎047－368－1237

ちば里山アワード里山大賞受賞記念講演会

　停車している車両内などで販売を行うテイクアウトイベントです。流山駅
は「白みりん」、馬橋駅は「コーヒー」をテーマにした弁当やスイーツなどを
販売します。馬橋駅での松戸市観光物産展「いいね！まつど。」をはじめ、
２会場で合計19店舗が出店！流鉄1日乗り放題のフリーパスには、お得な
割引券が付きます。フリーパスを買って松戸と流山の味めぐりをしませんか。
日時3月18日㈯11時～15時　会場流鉄流山線馬橋駅・流山駅
問�流山市流山本町・利根運河ツーリズム推進課☎04－7168－1047
　にぎわい創造課☎047－366－7327

　話題のコンテンツに触れる体験会を開催します。幅広い分野で活用が
期待される技術を体感してみませんか。

日時3月18日㈯10時～12時、13時～15時　会場松戸地域職業訓練セン
ター（松戸市小金原1の19の3）�※駐車場あり。　内容手動操作とプログ
ラミングで飛ばすトイドローン　講師C

コード

ode�f
フォー

or�M
マ　ツ　ド

atsudo他
対象マウス操作ができる市内在住・在学の小学3年生以上
（小学生は要保護者同伴）　定員各16人（抽選）　費用無料
3月8日㈬までに、松戸市オンライン申請システムで

日時3月19日㈰10時～16時（各体験約6分）�会場プラーレ松戸6階　
内容VR機器を使用したリズムアクションゲームやフィットネス・寿司職
人・3Dアート体験　対象小学生以上（小学生は要保護者同
伴、身長140cm以上推奨） 費用無料　※注意事項があり
ます。詳細は市ホームページをご覧ください。

トイドローン体験会
プログラミングで飛ばしてみよう 要申込

VR体験会  VRでできることってなんだろう

トイドローン・VR体験会トイドローン・VR体験会
子どもから大人まで楽しめる子どもから大人まで楽しめる

※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。�※テキスト代や道具・材料代など別途費用がかかります。
※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☎047－711－6377へ。
3月6日㈪9時から、受講料を添えて直接同センター（松戸市小金原1の19の3、☎047－349－3200）へ

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〕 4/1～7/8の㈯13:30～16:30（4/29・5/6を除く） 20人 22,000円（20,000円）
日商簿記2級受験講座〔全14回〕 7/8～10/21の㈯10:00～16:00（8/12・9/23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〕 6/24㈯、7/1㈯・9㈰・15㈯・17㈷各9:00～17:00 8人 50,000円
左官1級・2級技能検定事前講座（学科コース）〔全4回〕 8/22㈫・23㈬・24㈭・25㈮各18:00～21:00 各10人 5,500円
宅地建物取引士受験講座〔全35回〕 4/11～8/17の㈫㈭18:30～21:00（5/2・4、8/15を除く） 20人 55,000円（50,000円）
行政書士受験講座〔全30回〕 4/17～8/7の㈪㈬18:30～21:00（5/1・3、7/17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〕 8/21～10/25の㈪㈬㈮18:30～21:00（9/18、10/9を除く） 20人 50,000円（45,000円）
スペイン語入門講座〔全12回〕 5/8～7/31の㈪10:30～12:00（7/17を除く） 20人 14,000円
スペイン語初級講座〔全12回〕 5/8～7/31の㈪13:00～14:30（7/17を除く） 20人 14,000円
やさしい中国語会話講座〔全12回〕 6/6～8/29の㈫19:00～20:30（8/15を除く） 20人 14,000円
かんたん英会話講座〔全10回〕 4/17～6/26の㈪10:00～11:30（5/1を除く） 20人 11,000円
英会話基礎講座〔全10回〕 4/18～6/27の㈫10:00～11:30（5/2を除く） 20人 11,000円
英会話初級講座〔全12回〕 4/5～6/28の㈬13:00～14:30（5/3を除く） 20人 14,000円
英会話中級講座〔全12回〕 4/5～6/28の㈬10:00～11:30（5/3を除く） 20人 14,000円
韓国語基礎講座〔全12回〕 4/7～6/30の㈮13:30～15:00（5/5を除く） 20人 14,000円
韓国語初級講座〔全12回〕 4/7～6/30の㈮11:45～13:15（5/5を除く） 20人 14,000円
韓国語中級講座〔全12回〕 4/7～6/30の㈮10:00～11:30（5/5を除く） 20人 14,000円
Kenkōリズムストレッチ講座〔全12回〕 4/7～6/30の㈮10:00～11:30（5/5を除く） 20人 13,000円

陶芸入門講座〔各全12回〕 4/6～6/29の㈭①10:00～12:30②13:30～16:00（5/4を除く）
※道具・材料代実費

   ①②
各20人 ①②各13,000円

書道講座〔全12回〕 4/1～7/1の㈯10:00～11:30（4/29、5/6を除く）�※道具・材料代実費 25人 13,000円

3月の番組
投影日3月4日㈯～26日㈰の土・日曜、祝日
（11日㈯・25日㈯の午前中を除く）
キッズ＆ジュニアアワー  北斗七星のおはなし

時間10時30分、14時30分から各20分
一般投影  国際宇宙ステーション～ISS、その先へ～
　国際宇宙ステーション（ISS）は15カ国が協力して作られました。
今、宇宙ステーションは新たなステージへ進もうとして
います。月の近くに作る計画や中国独自の宇宙ステー
ションなど、過去と未来について紹介します（当日の
星空の紹介もあります）。
時間 11時30分（文字解説付き）、15時30分から各40分

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

市ホームページ

オンライン
申請システム

にぎわい創造課☎047－366－7327

流鉄流鉄トレインマーケットトレインマーケット

松戸地域職業訓練センター前期講習受講者募集前期講習受講者募集 要申込令和5年度 

松戸スタートアップオフィス起業・創業セミナー

　定年後も働き続けたいと考えるシニアが増え、その選択肢
の1つとして「起業」が注目を集めています。起業の不安を
払拭し、人生経験を活かしたセカンドライフ起業の取り組み
方をお伝えします。

日時3月18日㈯14時～16時
会場市民会館　※YouTube配信あり。
講師松戸スタートアップオフィスセンター長・吉田雅紀氏
定員先着50人（オンラインは定員なし）
ちば電子申請サービスまたは電話で高齢者支援課☎047－

366－7346へ　※YouTube配信は申し込み不要。
同オフィス運営事務局 0120－917－854

ちば電子申請
サービス

YouTube

セカンドライフ起業のすすめセカンドライフ起業のすすめ
～シニア起業を楽しむイロハ～～シニア起業を楽しむイロハ～

吉田雅紀氏

　一昨年、里山大賞を受賞し県から表彰された「松戸市の里やま保全活動」
のこれまでを振り返り、みどりとふれあう子どもたちの姿から地域の森に
ついて考える講演会・座談会を開催します。
日時3月26日㈰13時30分～16時　※13時から受け付け。
会場市民会館またはオンライン（Zoom）
講師NPO生態教育センター理事・村松亜希子氏�他
定員会場先着50人 Zoom配信 先着200人
費用無料
3月19日㈰までに、ちば電子申請サービスで

つなごうよ　森と地域と子どもたちつなごうよ　森と地域と子どもたち
～自然のなかで育まれるもの～～自然のなかで育まれるもの～ 要申込

みどりと花の課☎047－366－7378

村松亜希子氏
ちば電子申請
サービス

Zoom
配信あり

無料



本庁　☎363－6823 710－7198

ゆっくりプログラム（座ってできる体操教室）
3/10㈮10時～11時 柿ノ木台公園体育館
市内在住の65歳以上 先着20人 3/2㈭10

時から、電話またはFAXで
早めに対策！認知症を防ぐために

3/14㈫10時～11時 市民会館 認知症予防
に関する講話、体験談 市内在住の65歳以上
先着15人 筆記用具 電話またはFAXで

矢切　☎710－6025 710－6027

矢切いきいきライフ応援クラブ（体操教室）
①3/7㈫・16㈭各13時30分～14時30分②

3/13㈪10時～11時 ①まつど市民活動サポー
トセンター②矢切公民館 65歳以上 各先着
25人 ①上履き 3/1㈬9時から、電話または
FAXで

新松戸　☎346－2500 346－2514

椅子を使ったヨガストレッチ 　
3/10㈮10時10分～11時10分 新松戸市民

センター 60歳以上 先着20人 3/3㈮から、
電話またはFAXで

花モモカフェ～地域のつどいの場～
3/16㈭13時30分～15時 要問い合わせ

認知症の人やその家族 電話またはFAXで
馬橋西　☎711－9430 711－9433

みんなでDVD体操
3/16㈭10時～11時 青少年会館 65歳以上
先着15人 電話またはFAXで

あたまとカラダの健康体操教室〔全2回〕
①4/6㈭②4/17㈪各10時～11時 馬橋市民

センター ①脳トレ②体操 2日間参加できる
65歳以上 先着30人 長めのタオル 電話ま
たはFAXで
オトナの工作教室～孫や子どもに教えられる紙
飛行機の秘伝～

3/27㈪10時～12時 馬橋市民センター 先
着20人 電話またはFAXで

馬橋　☎374－5533 374－5501

馬橋のまちを歩いて地域の防災力を高めよう！ 
3/5㈰10時～12時 馬橋東市民センター

市内在住 先着30人程度 電話またはFAXで

介護者のつどい
3/13㈪13時30分～15時30分 馬橋東市民

センター 認知症の家族を介護しているまたは
経験がある人 先着10人 電話またはFAXで

明第1　☎700－5881 700－5567

介護予防（体操）教室 　
①4/12㈬②4/19㈬各9時45分～11時 ①勤

労会館②稔台市民センター別館 65歳以上 各
先着20人 3/2㈭10時から、電話またはFAX
で　※①②両方の参加不可。

常盤平　☎330－6150 330－6260

OHげんき体操教室 　
①4/11㈫②5/9㈫③6/13㈫各10時～11時

常盤平市民センター 65歳以上 3/20㈪〔消
印有効〕までに、往復はがきに氏名・住所・連
絡先・緊急連絡先の有無・①～③の第2希望日ま
で（いずれも可能な場合はその旨）を記入して、
〒270－2261松戸市常盤平2の24の2のC5　常
盤平高齢者いきいき安心センターへ　※3/22㈬
から電話・FAXでも受け付け（郵送優先）。

…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
※松戸市の市外局番047を省略しています。

…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）

各老人福祉センター（①常盤平②東部③矢切④小金原）、⑤野菊野敬老ホーム
クラブ活動の会員を募集 要申込

クラブ名 活動日時 定員（先着）

①
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（Ⅱ） 第1・3㈫10:00～12:00 10人
さくら（カラオケ） ㈫13:00～15:45 1～2人
フラダンス 第2・4㈬10:00～12:00 3人
日本舞踊（坂

ばんどう

東流） ㈬13:00～15:00 3人
茶道（裏千家） ㈬（第5週を除く）9:30～14:00 若干名
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 5人
刺繍 第1・3㈮10:00～13:00 2～3人
民謡 第2・4㈮13:00～16:30 6人
健康体操（Ⅰ） ㈯（第5週を除く）9:30～10:45 2人
社交ダンス ㈯12:45～16:00 若干名
陶芸 第1・2㈰、奇数月の第3㈰12:30～15:30 1人
俳句 第4㈰13:00～16:30 若干名
ギターとアンサンブル ㈰10:00～12:00 若干名
囲碁 休館日を除く毎日（第4週㈭を除く）

12:30～16:30（第1・3㈮13:00～16:30） 若干名
将棋 休館日を除く毎日13:00～16:30 若干名

②
東
部

民謡クラブ 第1・第3㈯10:00～15:00 若干名

クラブ名 活動日時 定員（抽選）

③
矢
切

茶道（表千家） 第1～4㈫13:00～15:00 若干名
書道 第1・3㈭10:00～12:00 若干名
俳句 第2㈬13:00～15:00、第4㈮9:15～11:45 若干名
コーラス 第1・3㈬9:30～11:00 10人
そろばん 第1・3㈭13:00～15:00 若干名
詩吟（神風流） 第1～4㈬10:00～12:00 若干名
かるた（楽しい百人一首） 第3㈯13:00～15:00 10人
陶芸（初心者歓迎） 第1～5㈯9:30～12:00 若干名
フォークダンス（初心者歓迎） 第1～4㈬13:00～15:00 10人
ハワイアンダンス 第2・4㈮13:00～15:00 10人
囲碁 休館日を除く毎日12:00～16:00 若干名
将棋 休館日を除く毎日12:00～16:00 若干名
民謡 第1～4㈮10:00～12:00 若干名
社交ダンス 第1・2・4㈯13:00～15:00 10人
新舞踊 第2・4㈭10:00～12:00 若干名
華道（わかば古流） 第2・4㈮13:30～15:00 若干名
健康歌謡 第1・3㈯13:00～15:00 若干名

④
小
金
原

墨絵（墨彩画） 第1・3・4㈫9:00～12:00 6人
英会話 第1・3・4㈫13:00～16:00 5人
華道（龍生派） 第2・4㈬9:00～12:00 5人
編み物 第1～3㈬9:00～12:00 5人
民謡（三絃） 第1～3㈬13:00～15:00 10人
書道 第1・3㈭9:00～12:00 若干名
茶道（表千家） 第1～3㈭9:00～12:00 3人
俳句 第2・4㈮13:00～16:00 4人
日舞（新舞踊） 第1～3㈯9:00～12:00 5人

ホ
ー
ム

敬
老

⑤
野
菊
野

水墨画 第2・4㈮10:00～12:00 若干名
あみもの 第2・4㈯10:00～12:00 若干名
書道 第1・3㈮10:00～12:00 若干名

対象市内在住の60歳以上　費用無料（クラブによっては要材料費）
3月8日㈬（6日㈪を除く）までに、直接または電話で各老人福祉セ

ンター（①常盤平☎047－382－5125、②東部☎047－392－3701、
③矢切☎047－368－1508、④小金原☎047－344－8270）、
⑤野菊野敬老ホーム☎047－361－1901へ

　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。
期間1年間（パソコン教室・さをり織り教室は6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）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、原則他の施設などで訓練を受けていない人（介護保
険が適用される人は利用できません）中途失聴者・難聴者のための手話教室障害
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（パソコン教室は各5人、さをり織り教室は各6人）　
費用無料（別途材料費・教材費・消耗品費）

3月2日㈭9時から、電話またははがき・FAXに住所、氏名、生年月日、年
齢、電話、FAX番号、障害者手帳の番号、障害の種類・等級、希望する講座
名を記入して、〒270－2218松戸市五香西3の7の1　障害者福祉センター
☎047－383－7111、 047－383－7810へ

講座名 曜日 時間

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㈰
パソコン・B（初級者　活用） 第1・3㈫
パソコン・C（中級者　基本） 第2・4㈬
パソコン・D（中級者　活用） 第1・3㈪
パソコン・E（上級者） 第1・3㈮
中途失聴者・難聴者のための手話教室 第1・3㈰

スポーツ・
レクリエー
ション

コーラス 第2・4㈪ 10:30～12:00
車椅子レクダンス 第2㈯ 13:00～16:00
フラダンス 第1・3㈪ 13:00～15:00卓球・親子 第1・3㈰
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㈫
カラオケ 第1～4㈮

講座名 曜日 時間
機能訓練 リハビリ・個別 第1～4㈪ 13:00～17:00

リハビリ・集団 第1・3㈬ 13:00～15:00

創作活動

生け花 第1・3㈪ 14:00～15:30書道・A 第1・3㈫
書道・B 第2・4㈬ 10:00～11:30
陶芸 第1・3㈫

14:00～16:00絵手紙 第1・3㈬
バードカービング 第1・3㈰
押し花 第2・4㈬
水彩画 第1・3㈬

10:00～12:00墨絵 第2・4㈰
さをり織り（A） 第2・4㈮
さをり織り（B） 第2・4㈮ 13:00～15:00編物 第1・3㈮

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

令和5年度 令和5年度 障害者福祉センターふれあい教室障害者福祉センターふれあい教室 要申込
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※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｡　※スポーツ推
進委員主催｡

●スポレク祭グラウンド・ゴルフ大会
3/12㈰9時～12時　会場六高台スポーツ
広場　費用100円
問伊藤☎090－8027－8076
●キンボール教室　　　　　　　　　
3/18㈯19時～21時　会場東部スポーツ
パーク体育館
問岩下☎090－5531－8004
●初心者グラウンド・ゴルフ教室
3/19㈰9時～12時　会場八ケ崎小学校
問倉澤☎047－347－5314
●カローリング・ボッチャ教室
3/19㈰9時15分～12時　会場六実市民
センター
問伊藤☎090－8027－8076
●ファミリースポーツ教室
3/19㈰9時～12時　会場新松戸西小学校
問宮崎☎047－346－4327
●グラウンド・ゴルフ教室
3/19㈰9時～12時　会場新松戸西小学校
問矢野☎090－3107－0348
●カローリング教室
3/26㈰9時～12時　会場馬橋小学校
問矢野☎090－3107－0348

森のホール21 チケットセンター
☎047−384−3331

受付時間…10時～19時
休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日休館）
※大・小ホールは森のホール21です。  
※完売の場合あり。  ※詳細はホームページで。

https://www.morinohall21.com/

◆T
ツ ケ メ ン

SUKEMEN  森のホール21 SPECIAL 
CONCERT
3/18㈯14時
会場大ホール　費用全席指定2,000円
※3歳未満入場不可
◆松山千春コンサート・ツアー2023
4/7㈮18時30分
会場大ホール　費用全席指定8,800円　
※3歳以上有料。2歳以下は保護者膝上
鑑賞無料　 

市民劇場
☎047−368−0070　★は有料 

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

◆総
ふさ

の国童謡音楽祭2023 ★
3/12㈰14時　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)　※小学生以下無料
問音・音楽フォーラム松戸☎090－9372
－4551
◆宇佐見明子箏

こと

教室発表会
3/19㈰13時30分
問宇佐見☎090－9685－2504
◆スウィンギータップダンスカンパニー
公演　タップダンスショー「TIME TO 
TAP」★
3/25㈯14時、17時30分
費用3,500円（当日4,000円)
※事前申込制。3歳未満入場不可
問与

よ い つ

都 swingytap@gmail.com　
◆ピアノ・リトミック発表会
3/26㈰14時30分　※事前申込制
問トマ教室☎047－366－5528
◆鴇

と き た

田由紀子手づくり音楽会　伝えよ
う笑顔と心
3/28㈫13時　問鴇田☎047－392－3461
◆現役大学生（K

か な

ANA）の学生最後の音
楽ライブ（U and I ）～愛を届ける～ ★
3/31㈮19時　費用全席自由1,000円　
※事前申込制。未就学児入場不可
問音楽ライブ（U and I） yorisou.live@
gmail.com

市民会館
☎047−368−1237　★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日休館）

●県立松戸高等学校吹奏楽部定期演奏会
3/25㈯13時
問同校☎047－341－1288
●県立松戸馬橋高等学校吹奏楽部定期
演奏会
3/29㈬17時30分
問同校☎047－345－3002

休館日…月曜（祝・休日の場合は翌平日休館）　※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。　※会員先行販売で予定枚数が終了した場合、一般販売はありません。

  森のホール21　今月の催し物　　 ☎047−384−5050
日時 内容（★は有料） 問い合わせ

大
ホ
ー
ル

18㈯ 14:00 TSUKEMEN  森のホール21  SPECIAL 
CONCERT ★

森のホール21
☎047－384－5050

19㈰ 13:30 松戸市消防音楽隊定期演奏会「勇気」 消防総務課
☎047－363－1116

23㈭ 15:00
RYOKO MORIYAMA Concert Tour 
2023 My Story 
森山良子コンサートツアー2023 ★

株式会社アイエス
☎03－3355－3553

26㈰ 18:30 よしもとお笑いライブ〜春の笑いまつり! 
〜 in 松戸2023 ★

FANYチケット問い合わせダ
イヤル
☎0570－550－100

29㈬ 18:00 県立小金高等学校吹奏楽部　定期演奏会 同学校・中島
☎047－341－4155

30㈭ 13:30 松戸市立小金中学校吹奏楽部
〜2023定期演奏会〜

同学校吹奏楽部
☎047－341－0646

小
ホ
ー
ル

18㈯ 13:30 松戸ホルンクラブ「月うさぎ」定期演奏会 同クラブ・飯田
☎090－1818－9110

21㈷ 11:00 
14:00

陸上自衛隊中央音楽隊　親子ふれあいコ
ンサート

(公財)松戸市文化振興財団
☎047－384－5050
※応募は終了しました。

22㈬ 13:00 懐かしの昭和歌謡コンサート ★ 歌声サロンコンサート実行委
員会☎050－6868－2477

26㈰ 14:00 松戸市民吹奏楽団定期演奏会
〜スプリングコンサート春爛漫〜

同楽団
info@matsusui.net

◆U
ユ ニ ゾ ン

NISON S
ス ク エ ア

QUARE G
ガ ー デ ン

ARDEN 
TOUR 2023“Ninth Peel”
4/16㈰17時30分
会場大ホール　費用全席指定6,300円　
※未就学児入場不可。小学生以上チケッ
ト必要
◆D

ディッシュ

ISH// HALL TOUR 2023“TRIANGLE”
4/19㈬18時30分
会場大ホール　費用全席指定8,500円　
※小学生以下は保護者同伴に限り入場可。
2歳以下は大人1人につき1人まで膝上無料
◆高嶋ちさ子＆加

か ば さ わ

羽沢美
み の

濃～ゆかいな
音楽会～
4/30㈰14時30分　　
会場大ホール　費用全席指定6,800円　
※未就学児入場不可

◆A
ア ス カ

SKA Premium Concert tour
-Womderful World-2023
5/7㈰17時　　
会場大ホール　費用全席指定10,900円
※未就学児入場不可、お1人様4枚まで
◆歌声カルテットの昭和歌謡コンサート
5/20㈯13時　
会場市民劇場　費用全席自由2,000円、
当日2,500円

同センター
ホームページ

3月1日～8日は女性の健康週間
健康推進課☎047－366－7481

　女性の健康には女性ホルモンが深く関
わっており、心や身体にさまざまな影響
を及ぼします。女性の場合、閉経の前後
5年間（45歳～55歳頃）を「更年期」と
いいます。更年期に現れるさまざまな症
状の中で、他の病気が原因でないものを「更年期症状」といい、その中で
も症状が重く日常生活に支障をきたす状態を「更年期障害」といいます。
更年期障害の症状
ほてり、のぼせ、発汗やめまい、動

ど う き

悸、頭痛、気分の落ち込み、イライ
ラなど　※更年期障害の症状と間違えやすい病気の可能性もあります。
更年期の不調の乗り越え方
◦ストレスをため込まない◦1日10分多く体を動かす◦大豆製品をたっ
ぷりとる◦相談できる人を見つけるなど
更年期障害の治療
　つらい症状が続く人は、婦人科や女性外来などを受診しましょう。同
課では市民の健康相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。

【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
肺がんについて－診療の現状とこれから－
日時3月22日㈬18時30分～19時15分　
講師同センター呼吸器外科部長・星野英

ひ で ひ さ

久医師　
定員先着100人　費用無料

同センターホームページで　
 同センター地域連携室☎047－712－0551

健康ファイル まつど健康マイレージ付与 … 愛の献血 15

日時3月16日㈭10時～11時45分、13時～16時　会場中央保健福祉セン
ター　持ち物保険証・運転免許証など本人確認ができるもの　※松戸献血
ルームP

ピ ュ ア

ure（☎047－703－1006）では随時受け付けています。
 健康推進課☎047－366－7487

※ 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〕。

☎047−366−0010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時救急医療体制  

※  かかりつけ医・薬局を
　もちましょう。 市ホームページ

3月は「自殺対策強化月間3月は「自殺対策強化月間」」
健康推進課☎047－366－7486

　全国的に、3月は1年の中で最も自殺者が多い傾向にあります。市
では、悩みを抱えた人が必要な支援を受けられるよう、重点的に取り
組みを実施します。

ゲートキーパー養成研修動画を公開します　
 「ゲートキーパー」は、悩んでいる人に気づき、声を掛
け、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと
です。令和4年10月に行われた研修動画を市ホームペー
ジで公開します。
公開期間3月31日㈮まで　
講師NPOメンタルレスキュー協会理事長・下

し も ぞ の

園壮
そ う た

太氏
生きる支援相談窓口
　生きづらさを感じている人のための相談窓口です。精神保健福祉士、
保健師などの専門職がお話を伺います。3月は休日も電話相談窓口を
臨時開設し、相談を受け付けます。
　その他の相談窓口を7面や市ホームページに掲載してい
ます。相談しやすい方法でお気軽にご相談ください。
臨時開設日3月5日㈰・19日㈰　※電話相談のみ。

 同課☎047－366－7486（3月5日㈰・19日㈰以外は
☎047－703－9293）

市ホームページ
｢あなたもゲート

キーパー」

市ホームページ
｢相談窓口の

ご案内」

1カ月間限定！
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●無料詩吟体験会
日3/1㈬・15㈬各10時～12時会六実
市民センター対初心者持筆記用具申電
話で新松戸馬橋吟道会・大澤☎345－
0329へ
●肺を元気にする無料吹矢体験会
日①3/2㈭・9㈭・16㈭各14時～16時
②3/2㈭・16㈭各9時～11時会各体育
館（①運動公園②常盤平）申電話で日
本スポーツウェルネス吹矢協会松戸支
部・丸山☎090－1129－7459へ
●ドキュメンタリー映画上映会「種まい
て、水やって、自然栽培パーティー！」
日①3/3㈮11時30分～13時30分②3/4
㈯13時20分～15時20分、15時30分～
17時30分③3/5㈰④3/6㈪各13時20分
～15時20分会①市民交流会館文化施
設②勤労会館③稔台市民センター④小
金市民センター費1,000円（当日1,200
円)　※障害者とその付き添い1人、高校
生以下は各700円申電話できみ待つま
つど・橋本☎090－3130－2019へ
●健康詩吟の会の見学体験会
日3/3～24の㈮10時～12時会五香市民
センター持筆記用具申電話で翔

しょうりゅう

龍会
かい

・
廣
ひ ろ の

野☎080－1087－1494へ
●自分時間を作る時間の整理
日3/16㈭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

助成地域猫活動サポート・野良猫セミ
ナー相談会
日①3/4㈯②3/12㈰③3/18㈯各19時
～20時30分会各市民センター（①東部
②小金原）③勤労会館定各先着20人申
電話で松戸地域猫スタートサポート・川野
☎080－3405－8986へ
◆健康マージャン交流大会地区予選（①
ねんりんピックえひめ②いしかわ百万石
文化祭）
日3/5㈰・19㈰、4/2㈰・16㈰各11時30
分～17時会NPO健康マージャンやまが
クラブ事務局（新京成常盤平駅下車）
対県内在住（①のみ60歳以上）費1日
2,300円（60歳以下1,800円）申電話で
同NPO・徳

とくみつ

光☎090－8583－1506へ
●料理教室
日3/10㈮、4/14㈮各10時～13時会市
民会館持エプロン、三角巾費各600円
申電話でまめの会・小林☎090－9013
－9779へ
●古墳時代に国造りとして勢力を拡大した
「イリ集団」河内の三河・甲斐に侵攻を説く
日3/14㈫13時30分～16時30分会市
民会館費1,000円申電話で古代史研究
会松戸［葛飾塾]・櫛

く し だ

田☎070－6520－
2267へ
ともしび読書会 
日3/16㈭10時～12時会ゆうまつど内
課題図書『本所深川ふしぎ草紙』宮部
みゆき著費200円申電話で同会・梁

や な だ

田
☎346－0460へ

◆住宅リフォーム相談
日3/11㈯10時～16時会新松戸市民セ
ンター問松戸住宅リフォーム相談員協
議会☎365－5252
●古民家旧齋藤邸で短歌を詠む
日3/20㈪10時30分東松戸駅集合、15時
旧齋藤邸解散〔雨天決行〕内現地で短歌
を詠み批評する持筆記用具・昼食問電
話で松戸短歌会・川上☎387－2440
◆スクエアダンス初心者無料体験会
日3/23㈭・30㈭各13時30分～15時
会稔台市民センター問電話で稔台スク
エアダンスサークルｉ・石井☎364－
4739
●科学技術週間関連行事「レーシング
カーを作って競争させよう」
日4/23㈰10時～12時、13時～15時会
新松戸未来館対小学3年生～中学生定各
先着40人申はがきに住所・氏名・電話
番号・学校名・学年を記入して、〒270
－0034松戸市新松戸3の1の4新松戸未
来館2階　松戸市少年少女発明クラブ事
務局（☎384－8124）へ
◆シニア・初中級者テニス教室
日4月～11月（8月を除く）の㈬㈮各9時
～11時、13時～15時、㈬11時～13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

●硬式テニス教室①～④ジュニア⑤～
⑧初心者⑨初心者シニア
日5月～7月の①㈬⑤㈫⑥㈮、4月～6月
⑦⑧㈯⑨㈫、4月～7月の②㈪③㈮④㈯
のいずれか　※②は毎週開催ではあり
ません会①⑦松戸中央公園庭球場②～
④金ケ作公園庭球場⑤⑥⑧⑨栗ケ沢公園
庭球場対①②③5歳～小学生④小・中学
生⑤～⑧中学生以上⑨60歳以上申電話
で松戸市テニス協会☎341－1133（㈫
㈭㈯12時30分～16時30分） ※詳細
は同協会ホームページ http://www.
tennis-mta.org/index.shtmlへ
◆パソコン初心者講習「基本操作と名簿
作り他」
日4/28㈮までの希望日の各10時～12
時、13時～15時、15時～17時会NPO
快適IT空間・松戸教室（市民劇場向か
い）定各回先着1人費各回2,000円申
NPO快適IT空間・石井☎703－7284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

松戸市の市外局番
047を省略しています

 今月の相談案内 お気軽にご相談ください  ★は昼休みを除く　
※相談は全て無料です。閉庁日の相談はありません。

※ 公益通報者保護法による外部通報の受け付け・相談窓口は、
　広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）です。
※松戸市の市外局番047を省略しています。

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
消防救急相談 毎日 24時間 消防局☎363－1119
消費生活相談 ㈪～㈮ 8:30～16:00 消費生活センター☎365－6565

福祉まるごと相談 ㈪～㈮ 9:00～16:30 地域包括ケア推進課☎366－1100

福祉なんでも相談

㈬
第1・4㈮

10:00～15:00

社会福祉協議会
（社福）松戸市社会
福祉協議会
☎368－1333

電話相談
第1㈫ 六実支所
第1㈭ 小金原市民センター

障
害
者
相
談

中央基幹相談支援
センターCoCo

㈪～㈮ 8:30～19:00

総合福祉会館（2階）
※訪問可

☎308－5028
366－1138

小金基幹相談支援
センターおんぷ

秋山ビル3階（小金
442の14）※訪問可

☎712－2112
712－2126

常盤平基幹相談支援
センターふれあい

ふれあい22（1階）
※訪問可

☎388－6225
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（中央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 ㈪～㈮ 9:00～17:00 松戸市成年後見相談室（中核機関）

☎702－3033

労働相談（予約可） ㈪㈭
（第3㈭を除く）17:00～20:00 勤労会館☎365－9666

起業相談（予約制） 要相談 松戸ビル13階
（松戸1307の1）

松戸スタート
アップオフィス

0120－917－854

経営相談（予約制） ㈪～㈮ 9:00～17:00 商工振興課 ビジまど
☎710－3530

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 児童生徒課（予約専用）☎366－7600

青少年相談 電話 ㈫～㈯ 9:30～17:00 常盤平児童福祉館☎384－7867来所予約制
いじめ電話相談 ㈪～㈮ 8:30～19:00 ☎703－0602（本人・保護者対象）

ゆうまつど
こころの

相談

女性対象
（予約制）

第1㈪㈭ 14:00～20:00
男女共同参画課（予約・相談専用）
☎363－0505

第2～4㈪㈭ 10:00～16:00 
男性対象

（電話相談） 第1・3㈮ 17:30～20:30

まつど女性就労・
両立支援相談

（第2㈭は起業相談も）

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）第1・3㈮ 17:30～20:30

相談名 日程 時間 会場 問い合わせ
市政相談・

一般民事相談 ㈪～㈮ 8:30～17:00★ 市役所本館2階相談
コーナー
※最終受付は、各相
談の終了時間のおお
むね30分前
※法律相談は、裁判
中や調停中の事件は
相談できません
※不動産・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（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
同相談事務局・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3㈫・第5㈭を除く) 13:00～17:00

交通事故相談 ㈪㈫㈭ 9:00～17:00★
行政相談 第2・4㈪   9:30～12:00

行政書士相談（予約制） 第2㈭   9:00～12:00
不動産相談（予約制） ㈬ 13:00～17:00
税務相談（予約制） 第2㈮ 13:00～17:00
登記相談（予約制） 第3㈮ 13:00～16:30

外
国
人
相
談

English
Mon, Tue, Wed 13:00～16:00 City Hall main Bld. Level2

☎366－9151
※Telephone consultation in English 
is available within the time on the 
left schedule.
※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
Tue 13:00～16:00

Fri 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マンション管理相談（予約優先） 第1㈬   9:00～12:00 要問い合わせ

子育て相談 ㈪～㈮
  8:30～17:00

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

CMS☎394－5590

チェリッシュ・サポート・システム
☎308－5880

子すずめ☎387－0124
あおば☎387－5456
はなみずき☎710－8070
グレース☎382－6182
風の丘☎375－8447

  8:30～22:00 ドリーム☎070－3935－1230
ひとり親（就労等）相談 ㈪～㈮ 9:00～17:00★ 子育て支援課☎366－7347

婦人・DV相談 ㈪～㈮   9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3955
家庭児童相談 ㈪～㈮   9:00～17:00 子ども家庭相談課☎366－3941

人権相談（予約制） 第1㈪ 10:00～15:00 行政経営課
相談コーナー

行政経営課
☎366－7311

人権相談 ㈪～㈮   8:30～17:15 法務局人権ダイヤル☎0570－003－110
無戸籍相談 ㈪～㈮   8:30～17:00 市民課☎710－6080（無戸籍相談ダイヤル）

●松戸中央軟式テニスクラブ
日㈰8時～14時会松戸中央公園費月
1,000円 2,000円問阿部☎080－
2598－8416
●ディスクゴルフ体験クラブ
日第1㈯13時～15時会千駄堀スポー
ツ広場問新井 arai@cddgfan.com

会 員 募 集
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茉ま

ゆ

り

結
理
ち
ゃ
ん

蒼あ

お

ば波
ち
ゃ
ん

晴は

る

や也
ち
ゃ
ん

令和3年6月生 
ぷっくりまんまる癒し系の蒼波
くん。愛嬌たっぷり！これから
も元気に育ってね！

令和3年12月生
お姉ちゃんだいすき！にこにこ
笑顔いっぱいで我が家の太陽で
す！

令和3年4月生
家族みんなのアイドルです！ 頭
も良くて、天才です！？ 未来が
とっても楽しみです！

松戸市オンライン申請システムで
問広報広聴課☎047－366－7320

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!

　市民の皆さんの声を直接お聞きするため、市長専用のFAX（
047－366－2301）および市ホームページに市長メール送信
窓口を設けています。市政に関する建設的なご意見をお寄せくだ
さい（住所・氏名などをご記載ください）。

松戸市長   本
ほ ん ご う や

郷谷 健
け ん じ

次
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　ドミニカ共和国の独立記念日を祝して、
市内の協力飲食店で指定商品を注文する
と同国産のカカオを使用した「明治ザ・
チョコレート」（㈱明治より協賛）1枚を先
着でプレゼントします。協力飲食店など
の詳細は、市ホームページをご覧ください。

22月月2727日日はは
ドミニカ共和国独立記念日！ドミニカ共和国独立記念日！

松戸宿坂川

同国コンスタンサ市は
松戸市のパートナーシップシティ

明治ザ・チョコレートとは
　㈱明治が直接農家を支援した地
域のカカオ豆のみ使用している、
SDGsに配慮したチョコレートです。

人口と世帯 〔2023（令和5）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 496,807  人 〔 △313 〕 男 246,649  人〔 △160〕
世帯 247,468  世帯〔 △61 〕 女 250,158  人〔 △153〕2023.3.1

（令和5年）

8

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。

アプリ「カタログポケット」
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

オンライン
申請システム

　3月定例市議会に提案している来年度予算案の一部
をお話しさせていただきます。
　今年4月1日に松戸市は市制施行80周年を迎えま
す。昭和18年に松戸市が誕生した当初の人口は４万
人でしたが、現在では約50万人となる県下有数の大
都市になるまでに成長しました。市民の皆さんが企画
するイベントに「祝市制施行80周年」の冠を掲げて
いただき、市制施行80周年を市民の皆さんとともに
お祝いしたいと思います。松戸花火大会も市制施行
80周年に合わせて花火の打ち上げ数を例年の1万発か
ら2.5万発とし、新型コロナで停滞した3年間を吹き
飛ばすような市民の皆さんが楽しめる花火大会にした
いと思っています。
　食材等の物価高騰が続いています。食材価格の高騰
によって子どもたちの成長に影響を及ぼすようでは困
ります。市立小中学校の給食における食材料費の値上
がり分は引き続き市が負担し、小中学校、保育園・幼
稚園等の給食費は第2子半額、第3子以降の全額を無
償化し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図りたいと
思っています。
　高齢者の社会参加の促進と地域の活性化が期待され
るグリーンスローモビリティ（以下「グリスロ」）は、
昨年小金原地区と河原塚地域に導入しました。松戸市
のグリスロの特徴は、地域の方が自らグリスロの運行
を実施しているところにあります。既に90人近い方
がボランティア運転手として登録していただいていま
す。来年度は、車両の安全性や利便性を向上させた車
両を3台増やしたいと思っています。ぜひ各地域での
導入をご検討ください。
　障害者支援では、医療的ケア児が地域で安心して生
活できるように受け入れ態勢の整備や医療的ケア加算
の充実などを図りたいと思っています。
　その他、まちの再生・リニューアルとして、松戸駅
東口の新拠点ゾーンや新松戸駅東側地区の区画整理事
業、松戸駅の賑わいを創出するため、松戸駅周辺で月
１回定期的なイベントを開催する事業、松戸駅周辺を
安心して利用できるよう、悪質な客引き行為を撲滅す
る対策などを3月定例市議会に提案しています。
　来年度は、この3年間のコロナ禍を吹き飛ばす元気
な1年にしたいものです。

令和5年度予算案の概要

国際推進課☎047－710－2725

問同まつり実行委員会事務局☎047－362－5356
　松戸宿商業振興連合会と地域の5商店会が共同
で、売り出しや飲食屋台などのイベントを開催し
ます。旧松戸宿エリアで早春の水辺の景色をお楽
しみください。
※詳細は同まつりホームページをご覧ください。

3月4日㈯・5日㈰
各11時～16時〔荒天中止〕
会場春雨橋親水広場～レンガ
橋にかけての坂川沿道（松戸
駅徒歩約5分） 同まつり

ホームページ

　国指定重要文化財「戸定邸」の広い表
座敷に、地域の皆さんが手作りした小さ
なお雛様を飾ります（要入館料）。
期間3月5日㈰まで　会場戸定邸表座敷棟

戸定さくら雛
び な

3 年ぶりに開催！

　高い技術力を持った多彩な出演団体が、会場が一体
となる1つのステージを作り上げます。キッチンカー
の出店や物販なども楽しめます。みどり豊かで広大な
自然と日本伝統音楽のコラボレーションをお楽しみく
ださい。詳細は市ホームページをご覧ください。
3月21日㈷9時30分開演（9時開場）
会場21世紀の森と広場千駄堀池のほとり　※雨天時は森のホール21で10時開場・10時30
分開演、14時開場・14時30分開演（午前・午後の入れ替え制）。
出演団体八千代高校鼓

こ ぐ み

組、和太鼓打込集団郷
きょうらんかい

嵐會、関東やまと太鼓、和太鼓
楔
くさび

－kusabi－、大江戸助六流太鼓菖
し ょ う ゆ う か い

友會、松戸つづみ連、専大松戸和太鼓
の会、小金原9丁目太鼓、三宅島芸能同志会（特別出演）

和太鼓和太鼓のの公演公演
問21世紀の森と広場管理事務所☎047－345－8900

松戸
モリヒロフェスタ

観覧無料 予約不要

　4年ぶりに有観客で開催する今回は、特別企画として、
映画『バックドラフト』のテーマ曲の演奏に合わせて、
救助隊が迫力の演技を披露します。
日時3月19日㈰13時30分（13時開場）　会場森のホール21
演奏曲ゲーム『ドラゴンクエスト』『モンスターハン
ター』テレビ番組『情熱大陸』のテーマ曲など　※救助
工作車の展示あり。 ゲスト横須賀小学校ブラスバンド部
持ち物市内消防署で配布する入場券（先着2,000枚）
費用無料

松戸市消防音楽隊定期演奏会
消防総務課☎047－363－1116

松戸市消防局特別救助隊発足50周年・松戸市消防音楽隊発足55周年記念

「勇気」「勇気」

市ホームページ

明治ザ・チョコレート

横須賀小学校ブラスバンド部

市ホームページ
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