
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。　 収納課☎366－7325

図書館のここに注目！

　本館では、1階エレベーターホール「リサイクル資料コーナー」にて、
本や雑誌を無料で配布しています（自由に持ち帰り可）。

次のページに市立図書館の
一覧を掲載しています

「こども読書通帳」を利用してみよう！
本館1階・子ども読書推進センターで発行中

　こども読書通帳は借りた本の記録を貯めるものです。記録が貯ま
ると、グラフで自分が今までどんな本を読んだかが分かり、通帳が
本を読んだときの感動や思い出となります。子どもたちからも「記
録が貯まっていくのでもっと本が読みたくなる」「本に興味を持つ
きっかけになった」など、多くの声をいただいています。読書通帳
を作って、さまざまな本の世界に出会ってみませんか。

発行・記帳場所本館1階また
は子ども読書推進センター
対象市内在住・在学・在園の
小学生以下

　小学生以下の子ども向けに、本館1階「こど
ものとしょかん」内で
タブレット端末（3台）
が利用できます。オン
ライン百科事典やイン
ターネットを使って調
べ学習をすることがで
きます。

子ども向けタブレットの
館内利用サービス

本館１階

　テーマごとに関連した
資料を、定期的に展示・
紹介しています。また、
「ヤングアダルト」とい
われる10歳代の皆さん
に向けて、進路や職業に
関する本、青春小説など
を紹介しています。

本館２階
テーマ展示案内・
YA（ヤングアダルト）コーナー

　調べ物相談カウンターでは、司書が調べ物を
サポートする「レファレンスサービス」を提供
しています。新聞・雑誌記事や法律などを専門
のデータベースで検
索・閲覧できます。
調べ物でお悩みの人
は、お気軽にご相談
ください。

本館３階
司書が調べ物をサポート
「レファレンスサービス」

　子ども読書推進センターでは、定期的にお
はなし会を開催している他、第2金曜の「親子
絵本講座」では、絵本の紹介や親子のふれあ
い遊び、わら
べ歌を行っ
て い ま す。
親子で一緒
にご参加く
ださい。

おはなし会・読み聞かせ
　市内小・中学校の授業の一環として職場体
験学習を受け入れ、図書館の仕事を体験して
もらっています。

職場体験学習
　「くらし」や「仕事」に役立つ図書館活用を
学ぶ講座や、著名な児童文学に関わる作家・
画家に作品
に込めた思
いなどを聞
く講座を定
期的に開催
しています。

図書館活用講座・市民講座・児童文学講座

　図書館では、身近で役に立ち
皆さんの暮らしを支える場所と
なるよう、資料の充実を図ると
ともにさまざまなサービスを提
供しています。市内20カ所の
市立図書館と子ども読書推進セ
ンターで、図書館のサービスを
ぜひご利用ください。
問図書館☎365－5115

子ども読書推進センター 本館 図書館主催の講座

さあ、図 書館へ行こう！

松戸市立図書館にきてね！
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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、発見されました。ご協力ありがとうございました。

市有地のインターネット入札を実施します
入札参加仮申込方法1月15日㈪13時から2月2日㈮14時までに、ヤフー株式
会社が提供する公有財産売却システム上で申し込み
入札参加本申込方法1月15日㈪13時から2月2日㈮17時〔郵送の場合は必
着〕までに、直接または郵送で〒271－8588松戸市役所　財産活用課へ
入札期間2月19日㈪13時～26日㈪13時　開札日時2月26日㈪13時以降
※詳細はお問い合わせください。
財産活用課☎366－7316

いきいき安心プランⅥまつど（第8期高齢者保健福祉
計画・第7期介護保険事業計画）（素案）

第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画（素案）

案の公表日と公表方法1月26日㈮から、市ホームページへの掲載、高齢者支
援課・行政資料センター・各支所・図書館（本館・分館）・市民活動サポートセ
ンターでの閲覧
意見の提出期間および方法2月23日㈮〔消印有効〕までに、書面に住所・氏名・
表題を記入して、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から提出
※意見を提出した個人に対する個別回答は行いません。
〒271－8588松戸市役所　高齢者支援課 366－0991、

　 mckoureisha@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7346）

案の公表日と公表方法1月26日㈮から、市ホームページへの掲載、障害福祉
課・行政資料センター・各支所・図書館（本館・分館）・市民活動サポートセン
ターでの閲覧
意見の提出期間および方法2月23日㈮〔消印有効〕までに、書面に住所・氏名・
表題を記入して、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から提出
※意見を提出した個人に対する個別回答は行いません。
〒271－8588松戸市役所　障害福祉課 366－7613、

　 mcshougaihukushi@city.matsudo.chiba.jp
　（☎366－7348）

パブリックコメント（意見募集）手続き
を実施します

市ホームページ

市ホームページ

区画
番号 所在地 区分 地目 面積（㎡） 用途地域 建ぺい率 容積率

1 松戸市千駄堀
字一年栗 1432番 3 土地 宅地 196.42 1 種住宅 60% 200%

※監査結果の全文は、行政資料センター
および市ホームページで閲覧できます。

●広報まつど　2018年（平成30年）1月15日
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市立図書館一覧 開館時間9時30分～17時（本館のみ火曜～金曜は19時まで）  
休館日月曜（祝・休日の場合は開館し、翌日休館）、館内整理日、年末年始 

館名 住所 電話番号
本館 松戸 2060 365－5115

☆ 子ども読書推進センター 松戸 2062 331－0077
2 常盤平分館（常盤平市民センター内） 常盤平 3の 30 387－2528
3 小金原分館（小金原市民センター内） 小金原 6の 6の 2 344－8269
4 新松戸分館（新松戸市民センター内） 新松戸 3の 27 343－6006★ こどものとしょかん
5 小金分館（小金市民センター内） 小金きよしが丘 3の 1の 1 343－8658
稔台分館（稔台市民センター内） 稔台 7の 1の 5 367－7196
矢切分館（総合福祉会館内） 上矢切 299の 1 368－1243
馬橋分館（馬橋市民センター内） 西馬橋蔵元町 177 341－4100
古ケ崎分館（古ケ崎市民センター内） 古ケ崎 4の 3490 367－4500
五香分館（五香市民センター内） 五香 2の 35の 5 386－8250
明分館（明市民センター内） 上本郷 2676の 6 368－6705
六実分館（六実市民センター内） 六高台 3の 71 385－0117
東部分館（東部スポーツパーク内） 高塚新田 427 391－0595
馬橋東分館（馬橋東市民センター内）※ 馬橋 1854の 3 346－2054
小金北分館（小金北市民センター内） 中金杉 2の 159の 2 343－3302
松飛台分館（松飛台市民センター内） 松飛台 210の 2 386－6401
二十世紀が丘分館（二十世紀が丘市民センター内） 二十世紀が丘中松町 2 392－7022
八柱分館（八柱市民センター内） 牧の原 1の 193の 6 387－2613
八ケ崎分館（八ケ崎市民センター内） 八ケ崎 5の 15の 1 348－6636
和名ケ谷分館（和名ケ谷スポーツセンター内） 和名ケ谷 1360 392－1102

※ 馬橋東分館は3月31日㈯まで、馬橋東市民センター全面改修工事のため休館しています。

　平成29年8月28日から平成29年10
月17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。
平成29年11月24日
松戸市監査委員　伊藤　智清
　　　同　　　　三好　徹
　　　同　　　　石井　勇
　　　同　　　　鈴木　大介

　地方自治法第242条第1項の規定に
基づき、平成29年10月12日付けをも
って提出された「松戸市職員措置請求
書」（いじめ防止対策委員会委員報酬
等に係る措置請求）について、同条
第4項の規定により監査を実施したの

定期監査
●監査の対象＝総務部（6課）、総合
政策部（6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、おおむ
ね適正に執行されているものと認めら
れた。なお、意見および指摘事項は次の

●監査の結果＝請求人の主張には理由
がないため棄却する。

＜指摘事項＞

※監査結果の全文は、行政資料セン
ター、図書館本館および市ホームペー
ジで閲覧できます。

監査委員事務局☎366－7385

監査委員事務局☎366－7385

監査結果を公表します

住民監査請求の
結果を公表します

とおり。
＜意見＞
■行政経営課＝市全体における情報共
有の仕組みの構築については努力をされ
ているところであるが、監査結果におい
て、依然として不適切な事務処理が繰り
返されていることから、内部統制機能に
ついて、より一層の強化を図られたい。
■財政課＝厳しい財政状況が続く中、
公共施設の更新等の大規模事業や新た
な市民ニーズに対応するために、今後も
財源の確保や経費の節減を進めるとと
もに行財政改革の推進に努め、健全で
安定した行財政運営を図られたい。
■債権管理課＝税以外の市債権につい
て、債権所管課の自主的な回収を支援

すべくさらに指導を推進するとともに、
市税徴収率の向上に努力されたい。
■契約課＝契約全般について、透明性
と公平性の確保に努めているところであ
るが、引き続き適正な契約事務の執行
について研究されたい。
■市民税課＝公平な課税と課税客体の
把握に努めているところであるが、税の
重要性に対する市民の理解を得ながら
関係機関と協力し、特別徴収の更なる
推進と適正な課税に向け、一層の努力
をされたい。
■固定資産税課＝課税客体の把握に努
めているところであるが、税の公平性の
観点から、今後も適正な実態調査や評
価を実施するとともに、関係機関との連
携を図り、保有する課税客体のデータ
を的確に把握し、適正な課税に向け、
引き続き努力をされたい。
■収納課＝市税収納率の向上について

区分 内容 指摘事項

収入

調定の変更がされていな
かったもの 1件

調定の時期が適切でな
かったもの 1件

契約

契約書の内容が適切でな
かったもの 4件

契約書の作成が適切でな
かったもの 1件

合計 7件

は、継続的な努力をされているところで
あるが、納期内納付の推進に向けた啓
発に努めるとともに、関係部課と連携を
図り、引き続き努力をされたい。

で、その結果を次のとおり公表します。
平成29年12月6日
松戸市監査委員　伊藤　智清
　　　同　　　　三好　徹
　　　同　　　　石井　勇
　　　同　　　　鈴木　大介
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県立西部図書館
（千駄堀657の7）

新松戸分館こどものとしょかん



なお、情報提供は最寄りの交番または警察署へお願いします。　問高齢者支援課☎366－7346

※土・日曜の受け付けは行いませんので、ご注意ください。
市民税・県民税の申告はお早めに 申告書の提出期間は

2月16日㈮～3月15日㈭です
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。
申告に必要な物●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。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）　●印鑑（認め印）　●平成29年分給与所得の源泉徴
収票または給与明細書　●平成29年分公的年金等の源泉徴収票　●平成29
年分国民健康保険（納付済確認書）・国民年金等社会保険料控除証明書　
●平成29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　
●その他の控除資料（医療費の明細書など）　●給与、公的年金等以外の収
入が分かるもの（個人年金、配当所得など）　●本人と扶養している親族の

※★印の会場にはエレベーターがありません。
※馬橋支所では受け付けていません。
※市役所本館2階大会議室以外の会場では、簡易な所得税の確
定申告書の作成ができます。また、松戸税務署に設置されるプ
レハブ会場でも行えます。詳細は、左上の記事をご覧ください。
※各会場とも駐車場の数に限りがありますので、公共交通機
関等をご利用ください。

平成30年度市民税・県民税申告受付会場（◯印は実施日）　

マイナンバーが分かるもの、本人確認書類
※公的年金等の収入が400万円以下で、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。ただし、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（夫）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。また、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、所得税の確定申告不要制度の対象外です。　
※所得税の確定申告をした場合は、市民税・県民税の申告は不要です。

確定申告書作成会場を開設します

税理士による無料申告相談

開設期間2月14日㈬～3月15日㈭各9時～17時
（8時30分から受け付け）　
※土・日曜を除く。ただし、2月18日㈰・25日㈰は開設。
会場松戸税務署（プレハブ会場）
●会場が混雑している場合は、受け付けを早めに締め切ることがあります
ので、なるべく16時までにお越しください。
●混雑の状況によっては長時間お待ちいただくこともありますので、ご了
承ください。

期間1月30日㈫～2月13日㈫各9時30分～15時30分
※土・日曜、休日を除く。　
会場松戸税務署（プレハブ会場）
対象小規模納税者の所得税および復興特別所得税・消費税および地方消費税、
年金受給者ならびに給与所得者の所得税および復興特別所得税の申告（土地、
建物および株式などの譲渡所得のある場合を除く）
持ち物確定申告に必要な書類、前年の確定申告書（控）、収支内訳書（控）、決
算書（控）、印鑑、マイナンバーが分かる本人確認書類の写し等　
※会場が混雑している場合は、受け付けを早めに締め切ることがあります。
共通 松戸税務署☎363－1171
※4月下旬まで駐車場は使用できません。車での来署はご遠慮ください。

市民税課
　☎366－7322

●画面の案内に従って金額等を入力すると、税額などが自動計
算され、確定申告書や青色決算書などが作成できます。
●作成したデータは、e

イータックス

-Tax（国税電子申告・納税システム）で申告
できる他、印刷して添付書類等と一緒に郵送等で提出できます。

確定申告書の作成は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」が便利です

国税庁
ホームページ

　市と協定を締結している専門団体による個別相談
会を開催します。現在、空き家を所有、または今後
所有するかもしれない人が無料で参加できます。
日時2月10日㈯13時30分～16時　会場市民会館　
費用無料
不動産に関する相談
定員先着 20人　相談員千葉県宅地建物取引業協会松戸支部
相続・成年後見等に関する相談
定員先着20人　相談員千葉司法書士会松戸支部
電話で住宅政策課空家活用推進室☎366－7366へ

千葉県の最低賃金が改正されました

発効日（平成29年）千葉県最低賃金=10月1日　特定最低賃金=12月25日
※支払賃金を最低賃金と比較する場合は、支払賃金から精皆勤手当・通
勤手当・家族手当・時間外勤務手当・休日出勤手当・深夜勤務手当・賞
与および臨時の賃金は除外します。　　　　　　　　　

最低賃金件名 改正時間額（改正前）

千葉県最低賃金 868円（842円）

特
定
最
低
賃
金

調味料製造業 889円（868円）

鉄鋼業 938円（915円）

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 902円（884円）

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業 906円（887円）

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・
理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品
製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部
分品製造業、眼鏡製造業

887円（869円）

各種商品小売業 868円（848円）

自動車（新車）小売業 900円（880円）

千葉労働局労働基準部賃金室☎043－221－2328

松戸市社会福祉協議会創立65周年記念
地域福祉セミナー
2月18日㈰13時30分～16時　会場流通経済大学新松戸キャンパス講堂
内容①基調講演松戸の特産を生かした食育活動について②シンポジウム地
域における食育活動　※手話通訳・要約筆記あり。　講師①聖徳大学人間
栄養学科准教授・小川聖子氏　シンポジスト②野菜・食育ソムリエ・成嶋伸隆
氏　対象市内在住の人、福祉関係者　定員先着700人　費用無料
当日会場で
（社福）松戸市社会福祉協議会☎368－0503

会場
2月 3月

16
㈮
19
㈪
20
㈫
21
㈬
22
㈭
23
㈮
26
㈪
27
㈫
28
㈬
1
㈭
2
㈮
5
㈪
6
㈫
7
㈬
8
㈭
9
㈮
12
㈪
13
㈫
14
㈬
15
㈭

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 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
六実市民センター2階 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
矢切支所2階★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
常盤平市民センター1階 ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
小金保健福祉センター3階 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
東部支所2階★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2月10日㈯に「広報まつど税特集号」を発行予定です。税についての
詳細はこちらをご覧ください。

 

毎年、申告会場が混雑します

郵送による申告をお勧めします
申告書に住所・氏名・電話番号を記入、押印し、必要書
類を同封して、〒271－8588松戸市役所　市民税課へ

空き家に関する
無料個別相談会

空き家の維持管理・活用方法・相続などの問題で
お困りではないですか？ 要申込
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4月1日から燃やせるごみの全ての「紙袋」収集を廃止し、「燃やせるごみ専用松戸市認定ポリ袋」に一本化します。

障がい者雇用・企業セミナー  要申込
認識と理解で雇用は変わる！2018

自然と人が集まる“通いの場”の秘
ひ

訣
け つ

〔全5回〕要申込

高齢者を支える「訪問型元気応援サービス」
で活躍しませんか 要申込

役立つ！面接対策セミナー 要申込

対象障がい者を雇用しているまたは雇用を検討している企業　費用無料
2月6日㈫までに、申込用紙をFAXまたはEメールで障害福祉課 366－

7613、 mcshougaihukushi@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7348）
へ　※申込用紙は市ホームページからダウンロードできます。

時間13時30分～16時30分　会場まつど市民活動サポートセンター
講師NPO CRファクトリー代表理事・呉

ご

哲
て つ

煥
あ き

氏、同センター長・阿部剛氏
対象通いの場を運営しているまたはこれから運営しようとしている人
定員30人（抽選）　費用無料
1月20日㈯までに、Eメールまたは電話でNPOまつどNPO協議会
contact@matsudo-npo.org、☎707－2652へ

　市が指定する事業所のサービス実施者になるための基本研修を開催しま
す。受講後は実施団体に所属し、実務研修を受講する必要があります。
日時1月30日㈫13時30分～16時　会場市役所議会棟3階特別委員会室　対
象高齢者の生活支援に関心がある市内在住の人　定員先着40人　費用無料
電話またはFAXで介護制度改革課☎366－4101、 366－4102へ

2月8日㈭10時30分～13時　会場柏市保健勤労会館　内容面接の基本を学
ぶ（面接の全体の流れ・マナー他）　対象原則39歳以下の求職者　定員先着
30人
電話で柏市商工振興課☎04－7167－1141へ

日時2月9日㈮14時～16時30分　会場勤労会館　講師スズキ機工㈱代表取
締役・鈴木豊氏　対象市内企業経営者、人事・労務担当者等　定員先着30
人　費用無料
電話またはEメールで商工振興課☎711－6377、 mcsyoukou@city.

matsudo.chiba.jpへ

商工振興課☎711－6377

就職支援セミナー就職支援セミナ まつど合同企業説明会ま ど合同企業説明会

松戸市で就職するチャンス !!
市就職サポート事業 まつど合同企業説明会

　介護の仕事に興味がある人を対象に、介護事業所等
の採用担当者による面談、相談等を行います。
2月3日㈯　会場聖徳大学1号館
合同就職相談会10時～14時
講演会9時30分～10時30分「認知症って？」
　　　 14時～15時「ターミナルケアって？」
問松戸市合同就職相談会事務局（特別養護老人ホー
　ムあすなろ内）☎311－7001（9時～16時）

介護するならまつどd
で

e！

日時 会場 内容 定員
（先着）

2/16
㈮

10:00 ～ 11:30 市民会館
精神・発達障害者
しごとサポーター
養成講座

100人

10:00 ～ 11:30 就労移行支援事業所 c
コo oパ スpus

（南流山駅下車） 事業所見学 10人

10:00 ～ 11:30 ㈱バロックジャパンリミテッド（JR北柏駅下車 ） 事業所見学 6人

13:00 ～ 16:30 市民会館 雇用セミナー 100人

テーマ 内容
第 1部
労働環境の整備と安定雇用の重要性に
ついて

●失敗続きだった過去の事業運営
●経営計画書の作成と労働環境の改善

第 2部
時代の変化に合わせた社員教育と企業
成長について

●離職率の低下と業績改善の関係性
●少子化時代の新卒採用の取り組み
●社員教育の重要性

日程 内容
1/22 ㈪ 担い手意識・当事者意識の高いメンバーが複数人いる通いの場講座
2/ 5 ㈪ 役割と出番をコーディネートしながらみんなでつくる通いの場講座
2/19 ㈪ 相互理解と関係性の強化でみんなが愛着を感じる通いの場講座
3/ 5 ㈪ 会議・話し合いの運営のやり方・コツ講座
3/19 ㈪ 発表会（プレゼンテーション＆フィードバック）・懇親会

講座名 日時 午前= 9:30～12:30 　　　午後=13:30～16:30
初めてのパソコン＆インターネット講座（Windows）2/ 6 ㈫～ 9㈮　午前
Wordを使った文書作成講座 2/13㈫～16㈮　午後
学んで活かそうWord講座 2/27㈫・28㈬　午前・午後
Excel を使った表計算講座 2/19㈪～22㈭　午後
Excel 応用講座 (Excel 経験者） 2/ 6 ㈫～ 9㈮　午後 
Access 基礎講座 (Excel データベース経験者） 2/17㈯・24㈯　午前・午後
PowerPoint 基礎講座 (Word経験者） 2/19㈪～22㈭　午前

※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

松戸地域職業訓練センター講座のお知らせ
Windows7使用

要申込

定員各先着10人　費用各12,000円（当会員事業所または団体会
員メンバーは10,000円）

　市内に本社または事業所がある企業40社から直接話が聞ける「まつど合
同企業説明会」を開催します。地元企業の魅力を知って、就職に結び付けま
しょう！

1月27日㈯　
会場松戸商工会議所（松戸駅下車）　費用無料

就職支援セミナー　13時～13時30分
まつど合同企業説明会の徹底活用術をお話しします。

まつど合同企業説明会　13時30分～16時30分
対象15歳から45歳までの求職者（平成30年3月卒業予定者含む）
事前登録電話で㈱学情松戸市就職サポート事業運営事務局
☎03－3545－7310、または同説明会ホームページへ

※一時預かりあり（要申込、6カ月～就学前、先着10人、無料）。
希望する人は1月22日㈪までに電話で商工振興課☎711－6377へ。

ま ど合
入退場自由

企業説明会
事前登録による特典あり

無料

経営者・人事担当者必見!!

 ジョブカフェちば 松戸市 我孫子市 柏市 主催

働きながら
資格が取れる！
 （一部の事業所を除く）

介護の仕事にブランク
がある人も歓迎！

履歴書不要！
服装自由！

無資格でもＯＫ！
 （一部の事業所を除く）

労働セミナー
成長企業に学ぶ経営戦略
～働き方改革&人材育成～ 要申込

合同就職相談会合同就職相談会

同説明会
ホームページ
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燃やせるごみに混入する雑がみを分別し、ごみの減量・資源化にご協力ください。　　問廃棄物対策課☎704－2010

 春にかけて微小粒子状物質（PM2.5）
の濃度が高くなりやすくなります
　県から注意喚起があった場合は、防
災行政無線や安全安心
メール、市公式ツイッ
ター等で周知を行いま
す 環境保全課☎ 366
－ 7337

新拠点ゾーン整備基本構想素案のパブ
リックコメント（意見募集）手続き実施
結果の公表
公表内容①意見の概要②意見に対する松
戸駅周辺まちづくり委員会の考え方③新
拠点ゾーン整備基本構想（案）公表方法
街づくり課、行政資料センター、図書館
（本館・分館）、各支所、まつど市民活動
サポートセンターおよび市ホームページ
で 街づくり課☎366－7376

松戸市水道事業新基本計画（素案）の
パブリックコメント（意見募集）手続き
実施結果の公表
公表内容 ①意見の概要②意見に対する市
の考え方③松戸市水道事業新基本計画
公表方法水道部工務課、行政資料センタ
ー、図書館（本館・分館）、各支所、まつ
ど市民活動サポートセンターおよび市ホ
ームページで 水道部工務課☎341－
0430

松戸都市計画地区計画八ケ崎二丁目地
区地区計画の変更案の縦覧
縦覧期間1/29㈪まで（閉庁時除く）
縦覧場所都市計画課 同課☎ 366－
7372

一般国道464号北千葉道路（市川市～
船橋市）の配慮書・構想段階評価書の公
表、オープンハウスを開催
公表 縦覧期間 1/16㈫～2/20㈫各9時～
17時（閉庁日を除く）縦覧場所都市計画
課 同課☎366－7372　オープンハウ
ス ①1/28㈰②1/29㈪各10時～16時
①東部スポーツパーク②東部市民セン
ター 北千葉道路広報ワーキンググル
ープ（県道路計画課内）☎043－223－
3124

市営住宅空家入居者募集
募集期間 2/1㈭～10㈯入居資格 ①松戸市
に住民登録をしている市内在住または市
内在勤の人②同居する親族がいる人（単
身申込要件を満たす人を除く）③持ち家
を有していないこと等、現に住宅に困窮
していることが明らかな人④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・身体障害者等（条件あ
り）＝21万4千円以下 募集案内書の配布
1/29㈪～2/10㈯に住宅政策課、各支
所、行政サービスセンターで 入居時期
3月下旬ごろ 募集期間内〔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・必要書類等は募
集案内書をご覧ください 住宅政策課☎
366－7366

歯科衛生士（非常勤職員）募集
勤務開始 4月業務内容幼児の健診等の母
子保健業務 歯科衛生士資格を有し、
市内の医療機関に勤務していない人
募集人数若干名 電話で中央保健福祉セ
ンター☎366－7489へ

健康管理支援員募集
採用期間 4/1～H31/3/31勤務日平日週
4日、9時～17時業務内容高齢の生活保
護受給者宅を訪問し、健康や医療の相談
を受け、生活状況を把握する応募資格看
護師・社会福祉士・介護福祉士・社会福
祉主事等の資格保有者募集人数 5人程度
時給 1,440円（別途交通費支給） 1/31
㈬〔必着〕までに、履歴書（写真貼付）を
郵送で〒271－8588松戸市役所　生活
支援二課（☎704－3986）へ

スクールアシスタント登録者募集
勤務日月～金曜、1日5時間45分勤務場所
市立小・中学校業務内容 校務全般の補助
時給 880円（別途交通費支給）選考方法
欠員が生じた場合に、登録者から書類選
考後、面接　※登録の有効期限は提出日
から1年 履歴書を直接または郵送で、
〒271－8588松戸市教育委員会　教育
企画課（☎366－7455）へ

社会教育施設非常勤職員登録者募集
勤務日 週3日程度（土・日曜、祝日を含
む）勤務時間施設により異なる（夜間を
含む場合あり）勤務場所図書館・公民館・
青少年会館他業務内容受付・窓口業務等
時給 880円（別途交通費支給）選考方法
欠員が生じた場合に、登録者から書類選
考後、面接　※登録の有効期限は提出日
から1年 履歴書を直接または郵送で、
〒271－8588松戸市教育委員会　教育
企画課（☎366－7455）へ

英語インストラクター募集
採用期間 4月～平成31年3月勤務日 月～
金曜の、8時から16時30分のうち6時間
30分（休憩45分を含む）勤務場所 市立小
学校業務内容 英語指導のサポート 時給
1,470円（別途交通費支給）応募資格
J
ジ ェ イ シ ャ イ ン

-SHINE（小学校英語指導者資格）または
教員免許所持者　※面接あり 1/30㈫
までに、電話で指導課☎366－7458へ

学校司書募集
採用期間 4月～平成31年3月勤務日 平日
週4日（長期休業期間は勤務なし）、1日
5時間45分（休憩45分を含む）勤務場所 市
立小・中学校 時給 900円（別途交通費支
給）応募資格 原則司書または司書教諭免
許所持者で、簡単なパソコン操作ができ
る人　※面接あり 1/30㈫までに、電
話で指導課☎366－7458へ

日本語指導支援スタッフ募集
募集期間 2/1㈭～3/31㈯勤務開始日 4月
以降勤務場所市立小・中学校業務内容 外
国人の小・中学生に対する日本語のマン
ツーマン指導時給 900円（別途交通費支
給）　※資格要件等詳細は市教育委員会
ホームページで 指導課☎366－7458

ハロートレーニング（公的職業訓練）を
ご利用ください
　これから働こうとする人や働いている
人が、就職やキャリアアップのために利
用できます訓練コース 事務系、IT、建設、
製造、介護、デザイン、住宅リフォーム、
システム開発、3DCAD他費用一部有料
※一定の条件を満たす場合は、受講中の
生活費等の支給あり ハローワーク松戸
☎367－8609

平成30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㈭ ～ 15㈭各9時
～16時（平日のみ）受付場所契約課 市

お知らせ

市等からのお知らせをお伝えするコーナーです。 は協働事業です。
…日時、日程　 …会場　 …内容　 …講師　 …対象　 …定員　 …持ち物　
…費用（記載のないものは無料）　 …申し込み先　 …問い合わせ先

掲 示 板
内に本店がある法人および個人事業者
（平成30・31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）　
※有効期間は1年 市ホームページまた
は同課で配布する申請書を直接窓口へ
同課☎366－1151

講座・講演・催し
房総の郷土芸能
1/21㈰12時30分～17時5分 浦安

市文化会館（浦安市役所隣） 松戸市他
近隣6市の民俗芸能（松戸市からは万作
踊り松戸保存会が千葉県指定無形民俗文
化財の「松戸の万作踊り」を上演） 社
会教育課☎366－7462

M
み ぃ あ

IEA世界めぐり日本文化体験「食品サ
ンプル製作体験 in浅草」
1/22㈪9時15分松戸駅集合、12時30

分現地解散 蝋
ろう

を使った食品サンプル製
作（天ぷら2個とレタス） 先着20人（会
員優先） 2,500円（会員2,200円）　※
日本語・中国語通訳あり 電話で（公財）
松戸市国際交流協会☎366－7310へ

上級救命講習会（応急手当の基本から応
用まで）　※修了者には修了証を交付
1/27㈯8時30分～ 17時 小金消防

署 心肺蘇生法（小児含む）、止血法、
AEDの使用法他 過去に普通救命講習
を受講した人 先着40人 1/15㈪・16
㈫各9時～16時に、電話で救急課☎363
－1145へ

松戸子育てカレッジ
①子育て広場おやこで“ゆるりん” 2/2
㈮・5㈪・9㈮・16㈮・19㈪・23㈮各10
時～12時 聖徳大学10号館 安心し
て過ごせる地域の親子交流の場 2歳
児までの子と親②子育てサポーター講座
2/9㈮10時～11時 同大学10号館
紙袋の人形で遊ぶ 同大学教員 祖

父母を含む子育て終了世代 先着40人
電話またはEメールで同大学知財戦略

課☎365－1111（代表）、 tancoc@
seitoku.ac.jpへ③保育者のたまごのコン
サート 2/24㈯11時～11時30分 同
大学川並弘昭記念図書館 聖徳短大生と
教員による楽しいコンサート 2歳児ま
での子と親共通 100円 子育て支援課
☎366－7347

野鳥観察会（江戸川・ふれあい松戸川）
2/3㈯7時50分松戸駅東口デッキ上集

合、11時30分現地解散〔雨天時は集合場
所で開催可否を決定〕 筆記用具、観察
用具 100円（別途交通費） 当日集合
場所で （公財）松戸みどりと花の基金
☎710－2851

公共施設マネジメントシンポジウム
06 in小金原「鳩山に学ぶ。」
2/4㈰14時～16時（13時30分開場）
栗ケ沢中学校食堂 レクチャー、トー

クセッション 東京藝術大学准教授・藤
村龍

りゅう

至
じ

氏、RFA・菅沼朋香氏 先着100
人 当日会場で 公共施設再編課☎
701－5217

地震災害に対する備え
2/6㈫14時～15時30分 明市民セン

ター 危機管理課職員 先着50人 電
話で明第1高齢者いきいき安心センター
☎700－5881へ

千葉県東葛地区人権サミット
2/9㈮18時～20時（17時開場） アミ

ュゼ柏（柏駅下車） 先着400人 講演、
東葛地区5市長（松戸・柏・我孫子・流山・
野田）による意見交換 2/2㈮〔必着〕ま
でに、はがきまたはFAXに住所・氏名・
年齢・電話番号・要約筆記と手話通訳希
望の有無を記入して、〒277－0081柏
市富里1の1の1M＆Rビル3階　人権ネ
ットワークP

ピ ー ス

EaCE21、 04－7165－
0723（☎04－7166－2625）へ

市民活動トークライブシリーズ「わた
したちの働き方～なりわい×

かける

暮らし×
かける

地域～」
2/13㈫18時～20時 まつど市民活

動サポートセンター NPO日本ファイ
バーリサイクル連帯協議会代表・依

い

知
ち

川
かわ

守氏他 先着15人 電話またはEメー
ルで同センター☎365－5522、 hai_
saposen@matsudo-sc.comへ

ふれあいサービス基礎研修および訪問型
元気応援サービス実務者研修〔全3回〕
2/14㈬・21㈬・28㈬各9時30分～16

時 松戸市社会福祉協議会（上矢切）
援助に必要な家事・介護の方法他 全日
程参加できる、市内在住・在勤の20歳以
上 先着40人 電話で（社福）松戸市社
会福祉協議会ふれあいサービス☎368－
2941へ

中高年英語教室〔全10回〕
2/14～ 4/25の㈬13時15分～14時

45分（3/21を除く） 市民劇場他 英
会話のための必須アイテム発音練習
45歳以上 先着15人 10,000円（別途
教材費） 1/22㈪〔必着〕までに、はが
きに住所・氏名・年齢・電話番号・教室
名を記入して、〒271－0043松戸市旭
町1の174　（公社）松戸市シルバー人
材センター中高年英語教室係（☎330－
5005）へ

会議
環境審議会
1/23㈫14時から 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） 環境政策課☎366－7089

国民健康保険運営協議会
2/2㈮13時30分から 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）
同課企画調整班☎366－7307

介護保険運営協議会
2/8㈭10時から 衛生会館3階大会議

室傍聴定員 先着10人（9時45分から受け
付け） 介護保険課☎366－7370

病院事業経営計画推進懇話会
2/9㈮13時30分から 総合医療セン

ター2階大会議室　※旧市立病院ではあ
りません。交通手段等はお問い合わせく
ださい傍聴定員 先着10人（13時20分から
受け付け） 経営企画課☎712－0675

市公式ツイッター

9へ
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貴重な近代建築「栗山配水塔」をご存じですか？

登録有形文化財（建造物）登録記念イベント
2月4日㈰10時～15時
会場県水道局栗山浄水場（栗山198）
内容記念セレモニー、配水塔の見学、水道関連体験イベント
費用無料
社会教育課☎366－7462

　県水道局浄水課☎043－211－8683　

　千葉県水道局栗山配水塔が、平成29年10月27日付で国の登録有形文化財（建造物）
に登録されました。これは、古民家「旧齋藤邸」主屋に続く市内2件目の登録です。
社会教育課☎366－7462

消防総務課消防団担当☎363－1116
　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いわ
れる、伝統ある組織です。普段は仕事や家事など自分の生活をしながら、
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、地域に根ざした幅広い活動を行っています。
　東日本大震災や阪神・淡路大震災では、多くの消防団員が人命救助活動・
住民の避難誘導・救援物資の搬送などの活動をしました。地元の地理や地
域の実情に詳しい消防団員の活動が、効果的な災害対応につながりました。
　松戸市では、10方面隊、36個分団の約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。

活動内容
●災害時の活動
火災等が発生した場合に、市消防局消防隊
と一体になって、街と住民を守ります
●地域と協働した防災活動
災害を未然に防止するため、火災予防の呼びかけ
や警戒活動を行っています
●地域防災のリーダー活動
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っています
●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
応募資格市内在住・在勤の心身ともに健康な18歳以上55歳未満　団員の
身分特別職の地方公務員として保障　待遇年報酬および災害や訓練など
の出動手当を支給（5年以上勤務した場合は、退団時に退職報償金を支
給）、公務災害補償（消防団活動中に負傷した場合）、被服の支給、表彰制度

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。演奏を通じた火災予防運動
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！
　「消防団応援の店」は、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いただいた事業所です。
　「消防団員証」を提示することで、料金の割引などのサービ
スを受けられます。
※「消防団員証」は、消防団員の身分を明らかにするために、
平成29年1月から始まった取り組みです。
地元消防団または消防総務課消防団担当☎363－1116

※普段は栗山浄水場には
入れません（イベントな
どの特別開放日を除く）。

ココがすごい！

●太平洋戦争時には、攻撃目標と
　ならないように、塔全体を黒ペ
　ンキで塗って戦禍を逃れたとも

●創設当時の原型がよく保たれている
　県営水道のシンボル

配水塔を見学できるチャンス！

自分たちの街は自分たちで守る
街のヒーロー・ヒロイン
松戸市消防団員募集

各種イベント
で活動中！

　　旧徳川昭武庭園復元記念

「いま甦る明治の庭」展
1月20日㈯～6月17日㈰　 　　　　　　　

1月26日は文化財防火デー
社会教育課文化財班☎366－7462

　市内4カ所で市消防局・地域住民が参加して消防訓練を行います。見学は
自由です。
メイン会場
●萬満寺=1月24日㈬10時から 

サブ会場
●戸定邸=1月24日㈬10時から
●本土寺=1月25日㈭10時から
●博物館=1月27日㈯10時から

●美しいドーム状の
　屋根と塔頂部の
　パーゴラ風通気口

●高さ31.9m、
　内径15mの
　高架水槽

　昭和12年　建設
　昭和15年　給水開始
　昭和33年　栗山浄水場の施設として松戸市一帯へ配水を開始　
　平成18年　土木学会選奨土木遺産に認定

栗山配水塔とは

「いま甦
よみがえ

る明治の庭」展
1月20日㈯～6月17日㈰　 　　　　　　　

　今年春、約2年に及んだ戸定邸庭園の復元工事
が完了する予定です。徳川昭武らが遺

のこ

した古写真
や文書などを元に、東西のコウヤマキとアオギリ
の木立や失われていた東

あずま

屋
や

を再現しています。
　この復元工事の過程で、当時構想されていた庭
園の姿が明らかになりました。復元の基礎となっ
た資料などにより、昭武が思い描いた夢の庭の真
実に迫ります。
※休館日・開館時間等は、10面をご覧ください。
会場戸定歴史館展示室　費用同館入館料
同館☎362－2050 芝生の上に桜の花びらのじゅう

たんが出現した様子。東屋から
は、江戸川や松戸の街が眺めら
れた。明治42年、徳川昭武撮影

庭園復元イメージ
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学習資料展「昔のくらし探検」
　約80年前、電気も水道もガスもない台所で、どうやってご飯をつくっていたの
かな？「井戸」「かまど」「蚊

か

帳
や

」って何をするものかな？探検隊員になって、いろ
いろな部屋を巡って昔の道具を使い、クイズに答えてみよう！スタンプラリーもあ
るよ。
会期3月25日㈰まで　時間9時30分～17時（入館は16時30分まで）　休館日月曜
（2月12日㉁は開館し、翌日休館）・第4金曜　会場企画展示室　費用無料

山川美代 作品展
<燃える花>

　花をモチーフにした油画作品を展示します。
ぜひご鑑賞ください。

日時1月23日㈫～3月25日㈰各9時～22時　休館日月曜（2月12日㉁
は開館し、翌日休館）　会場森のホール21エントランスホール　費用無料
社会教育課美術館準備室☎366－7463

『花
か
爛
らん
3』

東松戸ゆいの花公園からの
お知らせ

紙芝居と昔の遊びを
楽しむ日
3月18日㈰・25日㈰
費用無料

①紙芝居の口演
時間13時、14時30分　会場縄文の森〔雨天時は企画展示
室前ロビー〕　演者大江戸ヤッサン一座・てるさん
②昔の遊びコーナー
時間11時～15時30分の間の、紙芝居を上演していないとき
会場企画展示室、縄文の森、森の工芸館　内容お手玉・けん
玉・おはじき・こま

 博 物 館 企 画 展

博物館で、昔の農家にタイムトリップ！！
博物館☎384－8181

展 示 関 連 行 事

昔のくらし体験教室
会場企画展示室　講師同館友の会　対象小学生以上　費用無料

①風
ふ

呂
ろ

敷
し き

を使ってみよう
　風呂敷は、いろんな形のものを自由に包めて、使わない時は
小さくしまえるエコな道具。包み方を体験してみよう！
日時1月20日㈯、2月3日㈯・17日㈯、3月3日㈯・
17日㈯各13時10分～16時（所要時間10分程度）
②桶

お け

を担いでみよう
　井戸から水をくみ、てんびん棒で桶を家まで担いで
運んでいたんだよ。うまく担げるかな？ 
日時1月27日㈯、2月10日㈯・24日㈯、3月10日㈯・
24日㈯各13時10分～16時（所要時間10分程度）

ハーバリウム

要申込

要申込

「花のボランティア（結いの会）」
3期生募集

講 座　
①健康と美容に役立つハーブの使い方
1月30日㈫10時～11時30分　講師松戸ハーブボラン
ティア・渡

わた

辺
なべ

雅
まさ

江
え

氏　定員先着12人　費用500円
②人気のハーバリウム
2月8日㈭10時～11時30分　講師 F

フ ラ ワ ー

lower F
フ ラ ワ ー

lower 
p
プ ロ デ ュ ー サ ー ズ

roducers代表・倉
くら

原
はら

由
ゆ

加
か

氏　定員先着15人　費用
2,500円（2個セット）

③バレンタインの花束
2月10日㈯10時～12時　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15人　費用2,000円

共通会場同公園マグノリアハウス
1月16日㈫から、電話で同公園管理センター☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

へ

  
 　　　　　　　　

　結いの会は、同公園で活動するボランティアで、花壇のデザインや植え
付け・維持管理、研修会を行っています。あなたも人と人とをつなぐ「ゆい
の花」を咲かせてみませ
んか。
体験会
2月6日㈫・14日㈬各9
時30分～14時　会場同
公園　定員先着30人程
度　費用無料　※どち
らか1日の参加も可。
1月16日㈫から、電話

で同公園管理センター
☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

へ

未来にはばたくまつどの子どもたち
　子どもたちの夢を応援しよう！
　　松戸市子ども夢フォーラム
　市では、小・中学生の表彰や子ども
たちの活動紹介、意見発表の場として
フォーラムを開催し、子どもたち一人ひ
とりの夢の実現を応援します。

2月3日㈯
13時から15時30分（12時開場）
会場市民劇場　内容スポーツ・文化芸術活動で
優秀な成績を収めた小・中学生の表彰、こどもモ
ニターによる発表、チアダンス等の発表、オリ
ンピックに4度出場したトライアスロン選手・田
山寛

ひ ろ

豪
か つ

氏の講演　定員先着250人　費用無料
※手話通訳、要約筆記、一時保育あり（6カ月
～未就学児、先着10人、無料。1月26日㈮ま
でに、電話で子どもわかもの課へ）。
同課☎366－7464

昨年の様子

田山寛豪氏
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毎日の暮らしを安全に過ごそう〔全3回〕（まつど生涯創年の会）
日程 内容 講師

2/ 2㈮ クリーンセンター停止に伴うごみ減量
作戦について 廃棄物対策課職員

2/ 9㈮ 水道水の誕生から給配水まで 北千葉広域水道企業団
職員

2/23㈮
笑って健康維持～ユーモアのある講
話を聴いて
笑おう～

ユーモアスピーチコンサ
ルタント・若林一

いっ

声
せい

氏

シニアライフを豊かにしましょう（パート2）〔全3回〕（夢・結いの会）
日程 内容 講師

2/13㈫ 「アクティブシニア」のおしゃれな生活 ファッションコーディネーター・芹澤紀世美氏

2/20㈫ ドクターから見た「若々しさの秘密」島村トータル・ケア・クリニック院長・島村善行氏
2/27㈫ 茶の湯一筋わが人生～茶のこころ 茶道裏千家・岩田映子氏

エンディングシリーズ
～終活を多面的に考え、実践してみる～〔全3回〕（萬

ば ん

青
せ い

会
か い

）
日程 内容 講師

① 2/ 7㈬ 介護保険で受けられるさまざまなサービスと、特別養護老人ホームの日常

松戸市特別養護老人ホー
ム連絡協議会・梶原栄治
氏、介護保険課職員

② 2/14㈬

ちょこっと体操～生活の点検、体力チェ
ックをして、老いても自分のことは自分
でできる体力維持
を目指しましょう～

健康運動指導士・
山田佐世子氏

③ 2/28㈬ 身近にあるちょっと不思議な話 弁士・石上瑠美子氏

時間10時～12時　会場市民会館　定員100人（抽選）　費用無料

時間13時30分～15時30分　会場文化ホール　定員30人（抽選） 費用無料

時間14時～16時　会場文化ホール　定員30人（抽選）　持ち物②動きや
すい服装、靴、飲み物　費用無料

要申込成 人 講 座要申込

古民家旧齋藤邸でアートを体験しよう！～造形講座～
日程 内容 講師
2/21㈬ 杉板に日本画を描こう 日本画家・泉

いずみ

晴
せ い

行
こ う

氏

ライフシフト～健康面から考える
人生100年時代の生き方～
日程 内容 講師

2/ 7㈬ 人生ラスト10年問題 東葛クリニック病院副院長・
秋山和宏氏

2/13㈫ 健康寿命を延ばすための食事の選び方
東葛クリニック病院栄養部主任・
小川晴久氏

2/26㈪ 頸
け い

動脈・腹部臓器をエコーで
診てみよう

松戸神経内科超音波検査士・
富田則明氏

3/ 7㈬「貯
ち ょ

筋
き ん

運動」の勧め 東葛クリニック病院副院長・
秋山和宏氏

時間10時～15時30分　会場古民家旧齋藤邸（東松戸駅下車）　定員15人
（抽選）　持ち物昼食・飲み物　費用600円

時間10時30分～12時30分　会場文化ホール　定員各30人（抽選）　費用
無料

子育て応援フォーラム
2月24日㈯13時30分～15時

会場聖徳大学10号館14階（松戸駅下車）　内容①子
どもの予防接種－今、知っておくべきこと＆やるべき
こと②夜間小児急病センターが移転しました　講師
①国保多古中央病院副院長・齊藤匡

ただし

氏②たつみこど
もクリニック院長・辰巳憲氏　定員先着200人　費用
無料　※一時保育あり〔要申込、無料、FAXに子ども
の氏名・年齢・性別・住所・電話番号・携帯電話番号（当
日連絡用）を記入して、松戸市医師会 365－4915へ〕
松戸市医師会☎368－2255

「いじめと向き合う」
第二中学校3年・兼

かね

田
だ

凌
りょう

輔
すけ

さん

「言葉の力」
第一中学校2年・大

おお

塚
つか

天
あ

裕
ゆ

さん

　松戸税務署管内で、応募総数4,760作品（市内20校からは2,618作品）
の中から、以下の作品が受賞しました。

「これからの 輝く未来へ 消費税」　
小金南中学校・上

うえ

野
の

志
し

杏
あん

さん
「明るい明日 みんなを支える 消費税」　
第三中学校・細

ほそ

江
え

彩
い

芙
ぶき

さん

「社会を明るくする運動」
作文コンテスト
平成29年度入賞作品を表彰

中学生の税の標語 優秀作品発表
松戸税務署☎363－1171、松戸間税会☎344－4895

小中学校造形作品展
指導課☎366－7458

 1月31日㈬～2月4日㈰各10時～18時
会場文化ホール　内容図画工作・美術の授業等で制
作した絵画や工作作品を展示

「生きるチカラ」
第一中学校3年・源

げん

田
た

音
おと

葉
は

さん　
「スマホと子供どっちが大事？」
第四中学校3年・中

なか

窪
くぼ

香
か

帆
ほ

さん　

第三中学校1年・林
はやし

凜
り

咲
さ

さん
第四中学校1年・小

こ

林
ばやし

咲
さ

月
つき

さん
小金中学校2年・川

かわ

島
しま

小
こ

波
なみ

さん
常盤平中学校3年・中

なか

里
さと

優
まさ

希
き

さん
常盤平中学校2年・浮

うき

谷
や

雛
ひな

梨
り

さん
常盤平中学校2年・小

こ

池
いけ

彩
あや

華
か

さん
根木内中学校1年・森

もり

遥
はる

希
き

さん
和名ケ谷中学校1年・髙

たか

屋
や

里
り

音
おん

さん

市 民 自 主 企 画 講 座

講座
サポーター
募集

内容講座補助（会場設営、受付等）　対象成人講座申込
者　定員各2人
講座参加申し込み時に「講座サポーター希望」と記入

市長賞

教育長賞

教育長賞

優秀賞

佳作

共通 1月22日㈪〔必着〕までに、往復はがきまたは申し込みフォームに講
座名・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・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　生
涯学習推進課（☎367－7810）へ
※往復はがき1枚、申し込みフォーム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月23日㈫から
電話で受け付け。

市民自主企画講座
申し込みフォーム

成人講座
申し込みフォーム

　犯罪や非行に対して中学生の思いや考えたこと・感じたことをつづる作文コ
ンテストです。12月26日に入賞作品の表彰式が行われました。
　市長賞を受賞した兼

かね

田
だ

凌
りょう

輔
すけ

さんは、「いじめや非行をなくすのは、一人の
力では難しいです。みんなで協力して、真剣に向き合うことが大切だと思
う」と今回の作文に込めた思いを話し
てくれました。また、教育長賞を受賞し
た大

おお

塚
つか

天
あ

裕
ゆ

さんは、「自分が苦しいとき
に前向きになれたのは、周りで支えて
くれた人のおかげ。感謝の言葉と心を
伝えていきたい」と話してくれました。
※松戸地区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。
同運動松戸地区推進委員会事務局

　（地域福祉課）☎366－3019
受賞者の皆さん

 市長賞・
千葉県BBS
連盟会長賞

更生保護のマスコットキャラ
クター・ホゴちゃん・サラちゃん

●広報まつど　2018年（平成30年）1月15日
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ずっとお元気体操　冬の特別講座
2月①1日㈭②15日㈭各10時～11時30分　会場①五香
②松飛台各市民センター　内容転倒・つまずき予防体操　対象65歳以上　
持ち物フェイスタオル、飲み物　費用無料
当日会場で
五香松飛台高齢者いきいき安心センター☎385－3957
介護者のつどい
2月1日㈭13時～14時　会場市民会館　対象家族の介護をしたことがあるま
たはしている人　定員先着10人　費用無料
電話で本庁高齢者いきいき安心センター☎363－6823へ
今から間に合う！
知っておきたい感染予防
2月3日㈯14時～15時30分　会場新松戸市民センター　内容インフルエンザ
やノロウイルスなどの感染対策　講師日本調剤㈱薬剤師・三

さえ

枝
ぐさ

隼
じゅん

樹
き

氏　対象
60歳以上　定員先着40人　費用無料
電話で新松戸高齢者いきいき安心センター☎346－2500へ
いつまでも健康で
長生きするために〔全2回〕
2月9日㈮、3月16日㈮各10時～11時30分　会場新松戸市民センター　内容
自宅でできる正しい運動方法　講師F

エフジー

G A
ア ド ヴ ァ ン ス

dvance馬橋理学療法士・菅
かん

野
の

央
ひさ

倫
のり

氏　対象両日参加できる60歳以上　定員先着30人　費用無料
電話で新松戸高齢者いきいき安心センター☎346－2500へ
ゲートキーパー養成研修
～「死にたい気持ち」の本当のところ～
2月15日㈭14時～16時（13時30分開場）　会場新松戸市民セ
ンター　講師NPOメンタルレスキュー協会理事長・下

しも

園
ぞの

壮太
氏　定員先着150人　費用無料　※一時預かりあり（要申込）。
※手話通訳・要約筆記あり。
電話で小金保健福祉センター☎346－5601へ

認知症予防教室〔全3回〕　
2月16日㈮、3月2日㈮・30日㈮各13時～15時　
会場常盤平市民センター　内容効果的なウオーキングと認知症予防に向けた
運動　講師五香病院リハビリテーション科理学療法士　対象全日程参加でき
る65歳以上　定員先着30人　費用無料
2月2日㈮までに、電話で五香松飛台高齢者いきいき安心センター☎385

－3957へ
今年度の特定健康診査（メタボ健診）は
お済みですか？
　特定健康診査は、自覚症状のない糖尿病などの生活習慣病の予防と、早期
発見のための健診です。年に1回必ず受診しましょう。治療中の人も受診でき
ます。
受診期限 3月31日㈯　実施場所①市内委託医療機関（下記受診券に同封さ
れた市内委託医療機関一覧または市ホームページをご覧ください。例年2月
～3月は大変混み合いますので早めの受診をお勧めします）②集団健診　※
日程はお問い合わせください。　対象40歳から74歳まで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）　
費用無料　※千葉県後期高齢者医療保険に加入している人は、3月31日㈯まで
市内委託医療機関で後期高齢者健康診査（無料）を受けることができます。
①電話で市内委託医療機関へ②電話で国民健康保険課健診班☎366－

1121へ
3月31日㈯までに麻しん（はしか）・風しん混合（MR）第2期予
防接種を受けましょう
対象平成23年4月2日～平成24年4月1日生まれの人　※松戸市で接種歴が
確認できない人には、1月下旬ごろに案内を送付しますので、期日までに接種
してください。母子健康手帳を確認し、転入等で既に接種が済んでいる人は、
接種の必要はありません。
ご注意ください●3月31日㈯を過ぎると無料での接種はできません　●麻し
ん、風しんの両方にかかった人は、接種の必要はありません　●市外の医療
機関で接種を希望する場合は、お問い合わせください
健康推進課予防衛生班☎366－7484

15

要申込

要申込

要申込

要申込

要申込

要申込

　歯科において、検査や治療でエックス線撮影が必要な場合が多くありま
す。例えば、歯や歯肉の痛み、口の中の違和感など、ほとんどの場合エッ
クス線撮影を行います。ただ、歯科でも医科でも、エックス線撮影による
被
ひ

曝
ばく

が気になると思います。原発事故により“被曝”ということに皆さん
はより敏感になったのではないでしょうか。
　歯科治療でよく行われるレントゲン撮影は、パノラマエックス線撮影（上
下のあご全体を撮影）と歯科用エックス線撮影（患部をより細かく撮影）
です。この他にインプラント治療などに使用される歯科用CT撮影もあり
ます。具体的な被曝線量は、パノラマエックス線撮影の場合0.03ミリシー
ベルト、歯科用エックス線撮影の場合では0.01ミリシーベルト、歯科用
CT撮影は0.1ミリシーベルトといわれています。ちなみに、皆さんが1年
間に浴びている自然放射線量は、世界の平均は2.4ミリシーベルト、日本
の平均は1.5ミリシーベルトといわれています。また、東京-ニューヨーク
間を飛行機で1往復した場合、高度などさまざまな条件を考慮すると、お
よそ0.2ミリシーベルトといわれています。
　そもそも人が放射線を浴びるとどうなるのでしょうか。放射線を浴びる

歯科治療でのエックス線撮影について
あなたの健康 199 と、体を構成する細胞のDNAが傷つけられることがあります。通常の場

合、細胞は自分自身を修復する能力があるので、この能力によりDNAを
修復し問題が起こることはないのです。しかし、過剰に被曝すると修復さ
れるより損傷を受ける量が上回り、また修復をする過程でDNAの修復ミ
スが生じます。そのようなDNAを持った細胞が増殖すると、組織に異常
を来たし、癌

がん

や奇形などの問題が生じる確率が高くなるといわれていま
す。ちなみに、日常生活の中でも、加齢・飲酒・喫煙などでDNAは損傷を
受けています。
　このように、歯科治療における被曝線量は少ないものです。問題が生じ
るような被曝線量に達するのは、何百回という非現実的な回数のレントゲ
ン撮影ということになりますし、撮影の際は被曝防護のため鉛の入った防
護エプロンを着て撮影を行いますので、さらに被曝量は少なくなります。
　よって、歯科や医科で適正な環境かつ方法・知識のもとに行うレントゲ
ン撮影の放射線被曝は、危険ではありません。不必要な被曝はよくありま
せんが、必要な場合は検査のためにしっかりレントゲン撮影を行う必要が
あります。治療の中で放射線を正しく有効活用すれば、さまざまな利益が
あります。放射線被曝は、必ずしも癌などの危険に直結するものではない
のです。

公益社団法人 松戸歯科医師会　  http://matsudo.cda.or.jp/

要申込
松戸健康福祉センター（松戸保健所）
各種無料相談・検査
相談名（原則予約制） 日時 予約・問い合わせ

不妊相談
電話（予約不要） 2/ 5㈪  9:00 ～ 11:30

☎361－2138
来所 2/ 5㈪ 13:30 ～ 15:00

思春期相談 2/27㈫ 13:30 ～ 15:30
精神保健福祉相談 2/  1㈭・19 ㈪ 各14:00～16:00
酒害相談 2/15㈭ 14:00 ～ 16:30

エイズ
検査

即日検査 2/ 6㈫・20㈫ 各13:30 ～14:00

☎361－2139夜間検査 2/20㈫ 17:30 ～ 18:30
※検査日の1週間前の9時から予約（定員あり）
※梅毒、クラミジア、B型・C型肝炎の検査も可

DV相談
電話（予約不要） ㈪～㈮9:00 ～ 17:00

☎361－6651
来所 原則㈮9:00 ～ 17:00

障がい者
差別相談

電話（予約不要）
㈪㈫㈭㈮9:00 ～ 17:00 ☎361－2346

367－7554来所

下園壮太氏

松戸競輪場で第10回松戸市観光協会杯を開催します
　矢切ねぎコロッケなどを販売する松戸市観光協会加盟店が
競輪場内に出店します。
日時 1月26日㈮～28日㈰各10時～16時　会場松戸競輪
場（JR北松戸駅下車）　費用入場料100円
公営競技事務所☎362－2181

松戸競輪では、毎年、収益金の一部を市の一般会計に繰り出しており、福
祉の増進やまちづくりに活用されています

松戸けいりん
マスコット
キャラクター・
マッピー

競輪開催日
日程 レース名

1/18㈭～21㈰ 大宮記念（GⅢ）場外
1/22㈪～24㈬ 小田原・高松（FⅠ）場外
1/25㈭～28㈰ 松阪記念（GⅢ）場外
1/26㈮～28㈰ 第10回松戸市観光協会杯（FⅡ）本場開催
1/29㈪～31㈬ 西武園・奈良（FⅠ）場外

●広報まつど　2018年（平成30年）1月15日
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開館時間…9:30～17:00（入館は
16:30まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）　
入館料…共通券一般240円など、個
別券一般150円など

展示室は、1/19㈮まで展示替えの
ため休館します。
※庭園は復元工事に伴い、公開を
休止しています。

◆旧徳川昭武庭園復元記念「い
ま甦

よみがえ

る明治の庭」展
1/20㈯～6/17㈰
※詳細は6面参照

2月

※全て無料。　※わんぱく組2歳以上、なかよし組2歳未満、
よちよち組9カ月以上2歳未満、はいはい組8カ月以下。
●常盤平児童福祉館☎387－3320
出張おやこDE広場火曜9時30分～15時30分　
わくわく広場（わんぱく組）水曜10時30分～11時
30分　（よちよち組）木曜10時30分～11時　（は
いはい組）金曜（23日除く）10時30分～11時
中高生の広場（TAPS）土曜17時～19時　内容オセ
ロ大会他
歌の広場3日㈯15時～15時30分　対象小・中学
生
あそぼう会①6日㈫②20日㈫③27日㈫各16時～
16時45分　内容①ゲーム大会②マンカラ大会③
ひな祭り制作　対象主に小学生
卓球広場10日㈯14時～15時30分　対象小・中学
生
おはなし広場13日㈫16時～16時20分　内容絵本
の読み聞かせ　対象幼児と保護者、小学生
あそび広場17日㈯・24日㈯各15時～16時　内容
デコスイーツづくり他　対象主に小学生

21世紀の森と広場内
博物館
〒270－2252 松戸市千駄堀671
☎384－8181

博物館と戸定歴史館は、市内在住の身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている
人とその介護の人、市内在住の70歳以上の人は観覧料無料です。また、小・中学生も観覧料無料です。

開館時間…9:30～17:00（入館は
16:30まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）、第4金曜、年末年始
常設展観覧料…一般300円、高校・大
学生150円（20人以上団体料金あり）
※障がい者専用以外の駐車場はあり
ません。21世紀の森と広場の有料駐
車場をご利用ください。

◆学習資料展「昔のくらし探検」
3/25 ㈰まで
会場企画展示室　観覧料無料
※詳細は7面参照
◆体験教室「自分でつくる糸
と布」〔全 2回〕
①2/8㈭ 9:30～12:30または
13:30～16:30②2/10㈯ 10:00
～15:00のうち50分
会場実習室　内容綿から糸車を
使って糸をつむぎ、高

たか

機
はた

で織る
講師同館学芸員・青木俊

とし

也
や

、同
館友の会サークル「はたくさの
会」　対象 2日とも参加できる
人　定員 8人（抽選）　費用無
料　 1/25㈭〔必着〕までに、 
往復はがき（1人1枚）に住所・

パークセンター
☎345－ 8900

21世紀の森と広場

講座は全て申込制。電話でパークセ
ンターへ（9:00～17:00）

氏名（ふりがな）・電話番号・1
日目の希望時間（2日目の時間
は選べません）を記入して、「糸と
布」係へ
◆体験教室「裂

さ

き織りをしてみ
ませんか」
2/12㉁・14㈬・15㈭各10:00、
11:00、13:30、14:30（各40分）
会場実習室　内容古い布を裂

さ

い
て、新しい布に再生する先人の
知恵を体験する　講師同館学芸
員・青木俊

とし

也
や

、同館友の会サー
クル「はたくさの会」　 定員各時
間2人（抽選）　費用無料　
1/30 ㈫〔必着〕までに、往復は
がき（1人1枚）に、住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・希望日（時
間は選べません）を記入して、「裂
き織り」係へ
◆学芸員講演会「幕末の志士
と松戸」
2/18㈰ 13:00～15:00
会場講堂　講師同館学芸員・柏
木一朗　定員先着80人　費用
無料　 当日会場で
◆ガイドツアー（総合展示解説）
随時受け付け（常設展観覧券が
必要）

開館時間…9:00～16:30（11月からは
16:00まで）
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、翌日休館）
※みどりの相談室は、水・土・日曜と祝
日の10:00～12:00と13:00～15:30
（電話相談あり）。
※バーベキューのお問い合わせは、☎
385－1815へ。

◆ウメの栽培のポイント～品
種選びから剪

せん

定
てい

まで～
2/1㈭ 10:00 ～ 11:30
講師千葉大学助教・三輪正幸氏
定員先着70人　費用無料
◆バレンタインに贈るプリザー
ブドフラワーのフォトボックス
アレンジメント
2/3 ㈯ 13:30～15:00

※スポーツ推進委員主催。
※申し込みは全て当日会場で。

●ヘルスバレー、ボッチャ教室
1/20 ㈯ 19:00 ～21:00　会場
東部スポーツパーク体育館　
岩下☎090－5531－8004
●ソフトバレーボール教室
2/4 ㈰9:00～11:00　会場常盤
平体育館　 浅野☎090－4012
－7686

戸定歴史館
☎362－2050

運動公園
☎363－9241

開館時間…10:00～18:00
（初日と最終日は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
1/24㈬～28㈰
指導課☎366－7458

◆松戸市小中学校造形作品展
1/31㈬～2/4㈰

文化ホールギャラリー
☎367－7810

◆カルチャー教室①リトミック
②ハンドメイド（アクセサリー）
① 1/26 ㈮、2/9 ㈮ ② 2/2 ㈮・
16㈮各10:00～11:00　会場武
道館　対象①6カ月から5歳ま
での子と保護者②18歳以上　
持ち物上履き　定員各先着25
人　費用1回700円（②は別途
材料費） 　 当日会場で

スマートフォン・タブレット用アプリ「マチイロ」を利用して広報まつどを配信しています。ぜひご利用ください。

◆ミュージアムシアター
会場講堂　定員各回先着80人（申込不要）　費用無料

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
月
〈昭和30年代の日本・家族の生活
都会のくらし編〉「百人の陽気な女
房たち」〈30分〉

2
月
〈昭和こどもキネマ 児童映画篇

へん

　
第 2巻〉「こども議会」〈20分〉

午前11時の名画座
11:00

1
月
〈ふるさとの伝承 第9巻〉「合掌の
里に念仏が聞こえる―富山県五

ご

箇
か

山
やま

地方―」〈40分〉

2
月
「『朝日ニュース映画』で見る昭和
第1巻①昭和30年」 〈30分〉

土日祝のキッズシアター
（土・日曜、祝日）13:15
※2/18㈰を除く

1
月
アニメ〈ふるさと再生 日本の昔ば
なし〉「桃太郎」他2話〈約25分〉

2
月
アニメ〈ふるさと再生 日本の昔ば
なし〉「いくさはやめた」他2話
〈約25分〉

NAOKO SPACE NAOKO SPACE 
PLANETARIUMPLANETARIUM

問同館☎368－1237市民会館プラネタリウム室市民会館プラネタリウム室

●移動児童館☎387－3320
わくわく広場 東部スポーツパーク水曜10時～12時
小金北市民センター木曜（なかよし組）10時20分か
ら　（わんぱく組）11時から稔台市民センター金曜　
（なかよし組）10時20分から　（わんぱく組）11時か
ら　内容体操・手遊び他
あそぼう会 古ケ崎市民センター 火曜（13日除く）15
時～17時　柿ノ木台公園体育館水曜15時15分～16
時45分　小金北市民センター木曜15時15分～17時
稔台市民センター金曜15時～17時　内容カラフル
ブレスレットを作ろう他　対象小学生
●根木内こども館☎315－2985
わらべうたの会2日㈮11時～11時45分　対象乳
幼児と保護者
パン作り教室3日㈯10時～12時　対象小学生以上
（要申込）
ぞうさんのしっぽ6日㈫11時～11時30分　内容歌
と絵本　対象乳幼児と保護者
おはなしあっぷっぷ9日㈮11時～11時30分　内容
パネルシアター　対象乳幼児と保護者
パティシエ教室10日㈯・24日㈯各10時～12時　
内容ケーキ作り　対象小学4年生以上（要申込）
ひょうたんの会13日㈫11時15分～12時　内容手

遊びとお話　対象乳幼児と保護者
音楽であそぼう14日㈬10時～11時　内容リトミッ
ク　対象乳幼児と保護者
絵本はじめのいーっぽ23日㈮11時20分～12時　
内容読み聞かせと絵本紹介　対象乳幼児と保護者
シングルマザーの会24日㈯12時～14時30分（要
申込）
工作くらぶ24日㈯13時～15時　内容クリニカル
アート　対象小学生以上
●野菊野こども館☎331－1144
おやこDE広場9日㈮11時～12時　内容絵本の読
み聞かせと手遊び　対象乳幼児と保護者
中高生タイム①10日㈯②17㈯③24日㈯各17時30
分～19時30分　内容①フリータイム②のぎくの
クッキング③野菊野塾　対象中学・高校生
のぎっこひろば18日㈰13時30分～15時　内容音
楽人形劇　対象幼児と保護者、小学生以上　定員
先着150人（要申込）
●森のこども館☎331－1144
（21世紀の森と広場内森の工芸館）
3日㈯10時～16時　内容森の中でのんびり遊ぼ
う！　対象乳幼児と保護者、小学生以上

要申込

講師みどりの相談員・秋元満
みつ

司
じ

氏
定員先着24人　費用2,000円
◆芽だし球根の寄せ植え
2/11㈷10:00 ～ 11:30
講師グリーンアドバイザー・福岡
美津江氏　定員先着15人　
費用2,200円
◆いきもの調査隊「アカガエ
ルの卵をさがそう」
2/17㈯ 10:00～11:30
講師自然解説員・加藤裕一氏　
定員先着20人　費用無料
◆樹木ウオッチング～公園の
冬の樹木見て歩き～
2/18 ㈰ 10:00～11:30
講師自然解説員・栗田吉

よし

治
はる

氏　
定員先着25人　費用無料
◆昆虫ウオッチング～むしたち
の「ふゆやすみ」～
2/24 ㈯ 10:00～11:30
講師自然解説員・高

たか

保
ほ

純
じゅん

樹
き

氏　
定員先着25人　費用無料
◆バードウオッチング～公園で
見られる冬鳥パート2～
2/25 ㈰ 10:00 ～ 11:30
講師自然解説員・直井宏氏　
定員先着25人　費用無料

星空観望会　
2月24日㈯18時～20時　内容星空案内と天体望遠鏡での観望（雨天・曇天の場合はプラ
ネタリウムのみ） 　定員先着80人　費用無料　※子どもは保護者同伴。
1月16日㈫から、電話で同館☎368－1237へ

指導課☎366－7458
◆富士百景写真展
2/6㈫～11㈷
矢
や

野
の

☎367－1100
◆あすなろ写

しゃ

友
ゆう

会
かい

作品展
2/13㈫～18㈰
増
ます

田
だ

☎343－4680
◆聖徳大学書道研究部展
2/15㈭～18㈰
聖徳大学書道研究部☎365－

1111
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◆パソコンのちょっと困ったを解決「何
でも相談」
㈪13時～14時30分、㈬10時30分～

12時 NPO松戸ITVネットワーク教室
（根本 224） 各先着1人 1回1,500
円 電話で同会☎331－0880（㈪㈬㈮
11時～14時）へ
◆LDS無料英会話教室（英検直前対策）
1/16㈫・23㈫・30㈫各19時～20時、

1/20 ㈯・27㈯各16時30分～17時30
分 松戸ワード（馬橋駅下車） 当日会
場で 同教室・北原☎070－5460－
5130
◆健康麻雀体験会
①1/17 ㈬・20 ㈯・22㈪②1/18 ㈭・

23㈫③1/19 ㈮各12時～17時④1/26
㈮12時～16時 ①④稔台②馬橋③五香
各市民センター ④初級者 1日①～③
800円④1,000円 電話で NPO 健康
麻雀クラブやまが・徳光☎ 090－8583
－1506 へ
◆帯や着物地でリバーシブルベストを
作りましょう
1/20㈯、2/3㈯・17㈯各13時～15

時 家庭文庫ピッピ（新京成松戸新田駅
下車） 各先着 5人 各800円 電話
で同文庫・足立☎368－5334へ
◆狭山事件再審学習会（石川一雄氏の
話）
1/21㈰13 時～16時 市民劇場 先

着60人 300円 狭山事件にとりくむ
東葛住民の会・神

かん

林
ばやし

☎343－3803
◆障害年金無料個別相談会
第4㈫13時30分～16時30分 松

戸商工会議所 NPOみんなでサポート
ちば☎ 070－1541－7661
◆認知症介護相談交流会
1/26 ㈮13時～15時 松戸市社会

福祉協議会（上矢切） （公社）認知症

の人と家族の会松戸地区・尾崎☎343－
8925

減塩試食会
1/27 ㈯11時～13時 まつど市民活

動サポートセンター 先着16人 500
円 電話で数値調理会・岩崎☎ 090－
9295－1387へ
活動報告＆ワークショップ「みんな

の松戸 日常に関わる公共サイン」
1/27 ㈯13 時～14時30分 ゆうま

つど 松戸の街並みやまちづくりに興味
がある人 先着60人 都市環境デザイ
ン学研究室公共サイン研究会・湯

ゆ

淺
あ さ

publicsign.matsudo@gmail.com
◆ピコ亭日曜寄席
1/28㈰14時から 北小金ピコティ西

館2階名店街特設会場出演三
さん

遊
ゆう

亭
てい

遊
ゆう

子
こ

氏、
笑
しょう

福
ふく

亭
てい

和
わ

光
こう

氏、三
さん

遊
ゆう

亭
てい

春
はる

馬
ば

氏 1,000円
（前売り券を同館美濃屋で販売） 同実
行委員会☎341－0006
◆日常英会話
1/30 ㈫11時～13時 ゆうまつど

先着10人 1,000円 電話で H
ハ ッ ピ ー

APPY 
E
イ ン グ リ ッ シ ュ

NGLISH・佐藤☎080－5529－8214へ
◆つくしマーケット（高等部作業販売会）
① 2/1㈭② 2/2 ㈮各10 時～14 時

30分 ①プラーレ松戸②鎌ケ谷市役所
園芸・石けん・縫製・焼き物・染め物・

木工・農耕・紙工各製品の販売 県立つ
くし特別支援学校・堀江☎385－1632
●ヨーガ・呼吸法体験会〔各全 3回〕
① 2/2 ㈮・9 ㈮・16 ㈮各9 時 30 分

～10時40分②2/4 ㈰・11㈷・18 ㈰各
19 時30分～20 時30分③2/7㈬・14
㈬・21㈬各19時～20時 ①馬橋ダン
スアカデミー②二十世紀が丘市民セン
ター③六実市民センター 動きやすい
服装・タオル等 各2,000円 電話で
ヨガサークル・ビハーラ・小

こ

畠
ばたけ

☎090－

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

7197－3616（15時～20 時）へ
●平成 30 年度松戸市野球協会大会出
場申し込み受け付け
2/4 ㈰ 9 時～15時 運動公園武道館
市内在住・在勤の人で構成されたチー

ム 1チーム35,000円 参加費を添え
て当日会場で 同協会・長

おさ

内
ない

☎367－
8990
●ガールスカウトと遊ぼう！（親子でお
にぎり作り・ひな祭りなど）
2/4 ㈰ 10 時～14 時、2/18 ㈰10 時

～12時、2/25 ㈰ 10 時～14 時 市民
会館 3歳以上の女児 300 円 電話
でガールスカウト千葉県第 20 団・池田
☎ 090－8342－2806 へ
◆ファイナンシャルプランナーの「ちょっ
とお得な暮らしとお金のセミナー＆相
談会」（個別相談会あり）
2/4 ㈰①10時30分②13時③14時

20分から（各 60分） 市民劇場 ①人
生100 年時代の備えとは②シニア世代

のリスクと制度活用③知っておいたほう
がいい認知症と介護のこと 各先着25
人 各500 円（1,000 円で複数受講可）
電話で松戸生活やくだちたい・前田☎

090－3220－2806 へ
●能楽体験講座「日本古典芸能に触れ
る」〔全5回〕
2/9㈮・23㈮、3/9㈮・23㈮、4/6㈮

各 9 時 30 分～11時 30 分 市民会館
観
かん

世
ぜ

流謡曲と小鼓 1,000 円　※希
望者は3/13 ㈫に国立能楽堂での能鑑賞
あり（1,000円） 2/7㈬までに、FAXで
矢切舟

しゅう

謡
よう

会
かい

・柴田 ☎387－3483へ
●松戸市レディース卓球大会
2/15 ㈭ 9 時から 柿ノ木台公園体育

館 ランク別抽選 3ダブルス団体戦（3
～ 4人） 市内在住・在勤の女性 1
人800円 2/5 ㈪までに、電話で松戸
市レディース卓球連盟・塩山☎ 090－
6174－9049へ

アプリは無料でダウンロードできます。詳しく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

　平成28年に環境大臣表彰を受賞した団体「メイク松戸ビューティフル」は、
松戸駅周辺でポイ捨てごみを減らすため、平成10年から清掃活動とポイ捨
てごみ量調査を続けていま
す。皆さんも一緒に松戸を
きれいな街にしませんか。
日時 1月28日㈰9時～10
時30分（8時45分から受
け付け）〔雨天中止〕　会場
松戸駅西口デッキ　
※松戸つづみ連による和太
鼓演奏あり。
メイク松戸ビューティフ

　ル事務局☎368－0980

※このコーナーへの掲載は1団体年度1回です。

●八柱囲碁同好会
毎日（第4㈪を除く）12時～17時
八柱市民センター 年4,500円 石

いし

谷
たに

☎387－9339
●健康体操コスモス（ストレッチ、リ
ズム体操）
㈫9時 20分～10時50分 和名ケ

谷スポーツセンター 50歳以上 月
2,500 円 1,000 円 樋口☎363 －
4847
◆松戸ボタニカルアート（植物画）
第2・4㈪㈬10時～12時 ゆうまつ

ど 月3,000円 高橋☎363－7224

◆民謡塾
第1～3 ㈭・第 4 ㈮各9時30分～

12時 六実高柳老人福祉センター
馬場☎386－3457
●グローリーテニスクラブ
①㈪13 時～17時②㈮10 時～13

時 ①栗ケ沢公園庭球場②松戸テニ
スクラブ（上矢切） 男性 60 歳以上、
女性 55 歳以上 各先着20人 年
29,000円 瀬

せ

之
の

口
ぐち

☎331－2551
◆みどりバドミントンクラブ
㈰16時～18時 旭町小学校体育館
月1,000円 松村☎368－1494

みんなできれいな街をつくろう！
松戸駅周辺ポイ捨てウオッチング

　日本トップレベルのオーケストラ、読売日本交響楽団。「読
よみ

響
きょう

×コバケ
ン」の名コンビの公演は各地で完売続出の人気を誇ります。さらに今回は、
国際コンクールに次々と優勝し世界の熱い注目を浴びる実力派ヴァイオリ
ニスト・服部百

も

音
ね

氏を加えた特別な編成です。
　この夜だけ、森のホール 21だけの極上のオーケストラを堪能してみませ
んか。
日時2月27日㈫19時から　会場森のホール21大ホール　出演小林研一郎
氏（指揮）、服部百音氏（ヴァイオリン）　費用全席指定S席4,000円、A席
3,000円　※未就学児入場不可。　
同ホールチケットセンター☎384－3331〔10時～19時、月曜休館（祝・

　休日の場合は開館し、翌日休館）〕

小林研一郎氏
©読売日本交響楽団_撮影=青柳聡

服部百音氏
©Chihoko Ishii

参 加 者 募 集

森のホール21で極上の演奏を聴こう！
小林研一郎指揮 
読売日本交響楽団 特別演奏会

　広報まつどは、新聞への折り込みの他、市の施設や
駅等で配布しています。また、新聞未購読で広報まつど
をご覧になりたい人には、宅配サービスを行っています。
対象市内在住で新聞未購読の人　費用無料
電話または右記のQRコードで広報

広聴課☎366－7320へ
※宅配サービス利用者で、引っ越しする・
新聞購読を始めるという場合は、同課にご
連絡ください。

ど

申し込み

広報まつどの宅配サービスを行っています
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松戸市もインスタグラムを始めました！
　私はソーシャルメディアの大ファンです。
オーストラリアと、さらに遠くにいる友人や
家族と連絡を取るのに手早く効果的な手段
ですし、国際交流員としての仕事において
も重要な役割を果たしています。私が担当
するウェブサイト「International Portal」と
関連するフェイスブック（@matsudocity.
intlportal）とツイッター（@matsudo_intl）
のアカウントのおかげで、多言語での情報
発信を活かして外国人市民をさらに支援で
きるようになりました。
　最近、ついに本市のインスタグラムが始動
したことは、とても嬉しいニュースでした。
主にスマートフォンで利用されている“イ
ンスタ”は、写真・ビデオの共有を可能にす
るアプリで、国内外の他の自治体でも、市

をPRする方
法として人
気があるそ
うです。「＠matsudocity_official」という
アカウント名で、今後フォロワーを増やし、
市内の生活や地域企業の魅力を市民と訪
問者に伝えることを目指して頑張ります。
　すでにインスタグラムを使っている皆さ
んは、ぜひ「＠matsudocity_official」を
フォローし、「#matsudo_hotpics」のタグ
を付けてから市内で撮った写真を投稿し
てください。素

す

敵
てき

な写真を本市のアカウン
トで世界中の人に紹介し、松戸の魅力を
PRしましょう。皆さんの投稿をお待ちして
います！

国際交流員が松戸の魅力を紹介します

エリンが行く、どこでもマツド！
 Here comes Erin!

Matsudo City - now on Instagram!
I am a big fan of social media. Not only is it a quick and effective way of 
keeping in touch with friends and family back in Australia and beyond, but it 
also plays a key role in my work as a Coordinator of International Relations. 
My pet project ‒ the International Portal website ‒ is complimented by a 
Facebook page (@matsudocity.intlportal) and a Twitter account (@matsudo_
intl), all of which enable us to better support the foreign community with 
multilingual information.
I am delighted to announce that the city has recently branched out into 
Instagram - an online app that allows users to share pictures and videos 
publicly (predominantly by smart phone). Local governments across the 
globe have long been using the service to show off their cities, and we have 
enthusiastically jumped on board with account name ‘@matsudocity_official’. 
We hope to build a strong following and to promote local life and local 
businesses to residents and visitors alike. 
For those of you who are already Instagram fans, I encourage you to follow 
this account and to tag your local snaps with hashtag #matsudo_hotpics. 
We will repost the best shots on our account for the world to see!

気軽に連絡してください！　Please contact us anytime!
mccir@city.matsudo.chiba. jp （English・日本語・Español・Tiên gViêt= OK!）
文化観光国際課☎366－7327

Matsudo City International Portal

スマホ・タブレットでぜひご覧ください

　
　平成29年12月16日㈯に実証
運行を開始した松戸市コミュニティ
バスは、県立松戸高校芸術科2年の
本
ほん

多
だ

マミさんがラッピングをデザイン
してくれました。
　子どもから高齢者まで、より多く
の皆さんに愛されるバスとなるよ
う、愛称を募集します。誰でも何点
でも応募できます。

賞品採用者にはクオカード3,000円
券を進呈
2月9日㈮〔必着〕までに、郵送ま

たはEメールに住所・氏名・電話番
号・愛称・愛称に込めた思いを記
入して、〒271－0072松戸市竹ケ花
136の2クミアイ第2ビル　交通政策
課「コミバス愛称」係 mckoutsu@
city.matsudo.chiba.jp（☎704－
3996）へ
※詳細は、市ホームページからダウ
ンロードできる応募要領をご覧くだ
さい。

神
かん

野
の

智
とも

裕
ひろ

さん・有
ゆ

希
き

子
こ

さん

幸せアルバム

新婚カップル（2年以内）・赤ちゃん（応募時に満2歳未満）の写真募集中!
直接またはＥメールに写真データ、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文字以内・市ホームページ掲載希望の有無を記入して、〒271－
8588 松戸市役所　広報広聴課 mckouhou@city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

私たちは平成29年11月27日で
結婚一周年を迎えました。
今でも笑いの絶えない

幸せな日々を過ごしています。

　　♥　★　♥　★　♥　　

ラッピングをデザインした本多マミさん

「切り嵌め模様大島訪問着」と加藤さん

松戸市コミュニティバスの
愛称を募集します 心を育て、一流を育てる

和服仕立職人 加
か

藤
とう

靜
しず

子
こ

さん

　市内にある藤工房和裁学院の3代目校長として、長年多くの和裁職人を育
成してきた加藤さん。厚生労働省が選定する平成29年度の卓越した技能者
「現代の名工」に、千葉県から選ばれた3人のうちの1人です。
　今回、選定の決め手となったのが、奄

あま

美
み

大
おお

島
しま

の伝統的な和服「大
おお

島
しま

紬
つむぎ

」の六
角形の生地を何種類も繋

つな

ぎ合わせて着物の柄とした「切り嵌
は

め模様大島訪問
着」。「切り嵌め」とは、切り抜いた元の着物に柄を嵌め込み、寸分違

たが

わないよう縫
い合わせる高度な技術。その精度は非常に高く、大島紬の職人が見ても、触れて
みないと着物の柄の部分も模様も縫い合わされていることが分からないそうです。

　国が認めた功績は、技術だけでなくその育
成手腕にもあります。和裁技能士の国家資格
を取得した教え子は150人以上。全国和裁
団体連合会が主催する全国和裁技術コンク
ールでは、1位（総理大臣賞）から3位までを
教え子が占めたこともあります。また、千葉
県職業能力開発協会認定の「ものづくりマイ
スター」として県内の学校で、ものづくり体験
の指導に当たっている教え子も6人います。
　人を育てるコツは、気持ちに働きかけるこ
と。着物に愛着を持ち、周囲に感謝の気持
ちを忘れないよう指導することで、どんな仕
事にも真剣に取り組む一流の職人が育つと
加藤さんは言います。「全員一律で教えるの
ではなく、一人一人の性格に合わせて教え方

もきめ細かく変えていくこと。相手の気持ちに入っていくテクニックが必要です。
昔の教え子には、とにかく厳しかったと言われますが」と柔和な笑顔で話してく
れました。遠方から親元を離れて学びに来る生徒もいる中、自分の下で学ぶ
時間を絶対に無駄にさせたくないという信念が、その指導方針の源です。
　今回の受賞により、「これまで続けてきた仕事が、多くの関係者を通じて認め
られたことが嬉

うれ

しい」と加藤さんは周囲への感謝の気持ちを忘れません。和
服の世界で働きたいと思う人が少しでも増えるよう、積極的な普及にも意欲
を見せます。若い世代の育成のため、高校など学校への協力も惜しみません。
「市内の学校からの依頼もお待ちしています」とラブコールを送ってくれました。
　「真剣に育てた教え子が一流に育つのを見るのが一番の楽しみ」と語る加藤
さん。着物を着る日本人がどんどん減っている中で、着物文化の担い手の1人
として次世代にその技術と情熱を伝えていくため、今日も指導に熱が入ります。

加藤さんの作品展が開催されます     

着物仕立て職人 加藤静子
技と工夫の作品展

日時1月18日㈭～21日㈰各10時
（初日は13時）～18時（最終日は
15時）　会場文化ホール
藤工房和裁学院☎365－4876

松戸市安全安心情報市の公式ホームページ
右のQRコードを読み取ること
でアクセスできます

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。（QRコード
から登録できます）。

パソコン・スマートフォン版 モバイル版 パソコン・スマートフォン版 モバイル版

2018.1.15
（平成30年）

12 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。


