
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
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摩焼花活摩焼花活
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塗御紋散極箱塗御紋散極箱

開館時間 9時30分～16時30分（17時閉館）
休館日月曜（祝・休日の場合は開館し、翌平日休館）
入館料共通入館券一般 320円、高校・大学生 160円
　　　個別入館券戸定邸 250 円、戸定歴史館150円　※団体料金あり。
※2つの屏風（1対）を同時に展示するのは、2月1日㈯～3月15日㈰。
戸定歴史館☎362－2050

徳川武定（武定通常礼服立像）

黒黒
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漆凰菱文手箱漆凰菱文手箱

松戸徳川家の調度品松戸徳川家の調度品
会期 2月1日㈯～6月21日㈰会期 2月1日㈯～6月21日㈰

通常展 通常展 プリンス・トクガワプリンス・トクガワ戸定歴史館戸定歴史館

　明治25（1892）年、徳川昭武の跡継ぎ・武
たけさだ
定が子爵になり、松戸徳川家が創られました。

その後、本家である水戸徳川家から数々の美術工芸品や調度品が譲られて
います。伝来の品々の中から、これまで公開する機会が少なかったもの
を中心に展示。松戸に暮らした徳川昭武一家の生活も紹介します。　

源氏物語図屏源氏物語図屏風風（右（右隻隻））

源氏物語図屏源氏物語図屏風風（（左隻）左隻）
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市民税・県民税の申告はお早めに
※土・日曜、祝・休日の受け付けは行いませんので、ご注意ください。申告書の提出期間は2月17日㈪～3月16日㈪です

※★印の会場にエレベーターはありません。
※市役所本館2階大会議室以外の会場では、
　所得税の確定申告書の作成もできます。
　また、松戸税務署に設置されるプレハブ
　会場でも作成できます。
※各会場とも駐車場の数に限りがあるため、
　公共交通機関などをご利用ください。

2020（令和2）年度市民税・県民税申告受付会場（◯印は実施日）　

確定申告書作成会場を開設

松戸税務署からのお知らせ
税理士による無料申告相談
期間1月31日㈮ ～2月14日㈮（土・日曜、祝日を除く）
受付・相談時間9時30分～15時30分　
会場松戸税務署プレハブ会場
持ち物◦前年の申告書等の控えや源泉徴収票など◦印鑑
◦マイナンバーが分かる本人確認書類◦利用者識別番号
と暗証番号の分かる書類など（持っている人のみ）
※土地・建物・株式・暗号資産な
どの譲渡がある場合や、住宅借入
金等特別控除を初めて受ける場合
は、相談できません。

市民税課☎366－7322

　画面の案内に従って金額などを入力すると税額などが自動計算され、確定申
告書が作成できます。スマートフォンやタブレットでも作成できます。

確定申告書等の作成は、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
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2月 3月

17
㈪
18
㈫
19
㈬
20
㈭
21
㈮
25
㈫
26
㈬
27
㈭
28
㈮
2
㈪
3
㈫
4
㈬
5
㈭
6
㈮
9
㈪
10
㈫
11
㈬
12
㈭
13
㈮
16
㈪

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　★ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国税庁
ホームページ

松戸市プレミアム付商品券購入引換券の申請期間は1月20日㈪まで。商品券の販売・利用期間は3月1日㈰までです。

期間2月17日㈪ ～3月16日㈪（土・日曜を除く。ただし、2月24日㉁と3月1日㈰は開設）　
受付時間8時30分 ～16時（提出は17時まで）　
相談時間9時～17時　会場松戸税務署プレハブ会場
※内容が複雑な場合は、15時までにお越しください。

※4月下旬まで松戸税務署の駐車場は使用できません。車での来署はご遠慮ください。
※会場が混雑している場合には、受け付けを早めに締め切ることがあります。

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3日㈪から市民
税課・各支所で配布します。ある一定条件の人には、2月上旬に郵送します）
◦2019（令和元）年分給与所得の源泉徴収票または給与明細書
◦2019（令和元）年分公的年金等の源泉徴収票
◦2019（令和元）年分国民健康保険・国民年金等社会保険料控除証明書（納付済証明書）
◦2019（令和元）年分生命保険料・地震保険料・長期損害保険料の払込証明書
◦その他控除資料（医療費の明細書など）
◦給与、公的年金等以外の収入が分かる物（個人年金、配当所得など）
◦印鑑
◦本人確認書類、本人と扶養している親族のマイナンバーが分かる物

※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。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
象にならない公的年金（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。

松戸税務署☎363－1171

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監査結果を公表します監査結果を公表します

申告会場は混雑します

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

2

　2019（令和元）年8月27日から10
月16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。

2019（令和元）年11月20日
松戸市監査委員　高橋　正剛
　　　同　　　　三好　徹
　　　同　　　　伊東　英一
　　　同　　　　大谷　茂範

監査の対象 総務部（6課）、選挙管理
委員会事務局、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多
くの市民ニーズに対応するために、引
き続き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。

区分 内容 件数

収入 調定がされていなかったも
の 1 件

支出 支出の事務手続が適切でな
かったもの 1 件

契約

支出予定額が予算額を超え
ていたもの 1 件

契約書の収入印紙額に誤り
があったもの 1 件

契約保証金の事務処理が適
切でなかったもの 1 件

履行保証保険証券の提出時
期が適切でなかったもの 2 件

合計 7 件

収納課 市税収納率の向上について
は、継続的な取組をされているとこ
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。
＜指摘事項＞
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障害者就労施設による福祉ショップ

　 市役所・各支所の開庁時間外にも、証明書の発行を受け付けています。
受付時間 平日 10時～20時（祝・休日を除く）
　　　　 土曜、第2・4日曜 9時～17時（祝日を除く）
場所新京成松戸駅改札口前
主な取扱証明書◦住民票の写し◦各種年金の現況証明◦住民票記載事項
証明書◦不在住証明書◦戸籍謄抄本◦除籍謄抄本◦身分証明書◦戸籍の
附票の写し◦不在籍証明書◦印鑑登録証明書◦住民税証明書◦住所証明
書◦納税証明書
※戸籍の届け出や引っ越しの手続きなど、一部受け付けてい
ない業務があります。　※各種証明書発行の際は、事故防止
のため本人確認を行っています。　※詳細は市ホームページ
をご覧ください。

行政サービスセンター☎331－8780、市民課☎366－7340
市ホームページ

松戸駅構内の松戸駅構内の
「行政サービスセンター」「行政サービスセンター」をを

ご利用くださいご利用ください

お早めにご申請、ご利用ください。　問松戸市プレミアム付商品券コールセンター☎711－5580

◦授業は週5日、年間約200日
◦中学校の教科を勉強します
◦教員免許を持つ教員が教えます
◦しっかりと勉強すれば、卒業証
書をもらえます
◦授業料はかかりません
所在地古ケ崎1の3073（旧古ケ崎
南小学校）
入学時期4月　※入学前に一定の
体験期間があります。
募集期間2月3日㈪まで
入学資格以下の全てに該当する人◦義務教育の年齢（満15
歳）を超えている◦原則として市内在住（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　※詳細は市ホームページをご覧ください。

公立夜間中学「市立第一中学校みらい分校」公立夜間中学「市立第一中学校みらい分校」
2020（令和2）年度入学生徒募集2020（令和2）年度入学生徒募集  

みらい分校は、公立の夜間中学校です
学務課☎366－7457

市ホームページ

障害福祉課☎366－7348
　市内の障害者就労施設の職員・利用者が丹精込めて作った食品や雑貨品
を販売しています。ぜひ、お立ち寄りください。
時間9時30分～15時　会場市役所1階連絡通路　
日程 出店施設（内容）

1/20 ㈪
矢切特別支援学校（野菜・花の苗・紙製品・染物製品） 
生活介護事業所　風（野菜・刺し子布巾・和紙製品） 
豆のちから（豆腐・ドーナツ・プリン）

1/21 ㈫
矢切特別支援学校（野菜・花の苗・紙製品・染物製品） 
ふれんず（クッキー・マドレーヌ・刺し子布巾） 
豆のちから（豆腐・ドーナツ・プリン）

1/22 ㈬
かりん・マロン工房（パン・クッキー・煎餅） 
ワークジョイまつどセンター（クッキー・手芸小物・花の苗） 
ここらぼまつさと（あられ）

1/23 ㈭
ビオラ工房（クッキー・マドレーヌ・刺し子布巾） 
あじょうだ（刺し子布巾・手芸小物・リサイクル品） 
ここらぼまつさと（あられ）

1/24 ㈮
ふれあいサロンさくら（パン・洋菓子・リサイクル品） 
ライフスクエア五香（手芸小物・小物・アクセサリー・布製品） 
さくら工房（饅

まんじゅう

頭）

消防音楽隊員も同時募集消防音楽隊員も同時募集
　音楽（吹奏楽）経験者を募集
中です。現在24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。

「消防団員証」の提示でお得なサービス「消防団員証」の提示でお得なサービス
　「消防団員証」を提示することで、地域防災の担い手である消防
団員を地域ぐるみで応援するという趣旨に賛同する「消防団応援
の店」で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、2017
（平成29）年1月に始まった取り組みです。

地元消防団、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の自分
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。
　阪神・淡路大震災や東日本大震災では、いち早く現場に駆け付けて人
命救助活動、住民の避難誘導、救援物資の搬送を行いました。その他、
地形や地域の実情に詳しい地元消防団による危険箇所の警戒・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した。
　また、台風や豪雨による災害では、河川の警戒、土のう積み作業など
の浸水防止活動、住民への広報、避難誘導や行方不明者の検索活動を行
いました。迅速で地域に密着した消防団の活動は、安心した住民生活を
送る上で精神的な支えとなっています。
　市内では、10方面隊・36個分団約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
災害活動
　火災などが発生した場合に、市消防局
と共に消火活動などを行い、街と住民を
守ります。
地域と協働した防災活動
　災害を未然に防止するため、火災予防
の呼び掛けや警戒活動を行います。
地域防災のリーダーとしての活動
　住民一人一人の防災行動力を高めるた
め、出火防止・初期消火・応急救護など
の指導を行います。
教育訓練
　消火訓練や救出救護訓練を行い、専門
的な知識と技術を養うことで、消防団の
災害活動力を高めています。
応募資格心身共に健康な市内在住・在勤の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・災害や訓練な
どの出動手当・退職報償金（5年以上勤務して退団した場合）を支給、公務
災害補償（活動中に負傷した場合）、被服の支給、表彰制度

自分たちの街は自分たちで守る自分たちの街は自分たちで守る
松戸市消防団員募集松戸市消防団員募集

1月26日は文化財防火デー1月26日は文化財防火デー

　1949（昭和24）年のこの日、法隆寺金堂壁画が焼失したことをきっかけ
に、全国的に文化財防火運動が実施されます。
　市では今年も、いざというときに備え、市内4カ所で市消防局と地域住
民が参加して消防訓練を行います。見学・参加は自由です。

社会教育課文化財班☎366－7462

昨年の様子（本土寺）

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27日㈪10時から
博物館1月28日㈫10時から
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働きたい女性の再就職支援セミナー
「応募書類の作成」 要申込

　就職活動に欠かせない履歴書や職務経歴書の書き方を少人数で学べる、
子育て中のお母さんのためのセミナーです。仕事と子育てや介護との両立に
ついてもお話ししますので、ぜひご参加ください！
日時2月18日㈫10時～12時　会場ゆうまつど　講師ハローワーク松戸マザ
ーズコーナー就職支援ナビゲーター　対象20歳未満の子がいる女性　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、要
申込）。
 直接または電話で同コーナー☎367－8609（部門コード43#）または男女
共同参画課☎364－8778へ　※雇用保険の求職活動実績になります。雇用
保険受給者は受給資格者証を持参してください。

会計年度任用職員（パートタイム）の登録者を募集 
採用期間4月以降～2021（令和3）年3月末までのうち、別途定める期間　
※事務補助の登録を行い、必要が生じた場合に選考し採用　勤務日時原則
平日週4日、1日5時間45分（休憩時間45分を含む）　勤務場所市役所・市内
公共施設など　業務内容パソコン（Excel・Word）事務、窓口・電話応対な
ど　時給957円　※別途期末手当・交通費支給（要件あり）。　選考方法書類
選考・面接
登録用紙（写真貼付）を直接または郵送で〒271－8588松戸市

根本387の5　松戸市役所人事課（☎366－7306）へ　※登録用紙
は同課で配布する他、市ホームページでダウンロードできます。

市内優良企業約40社が出展

問商工振興課☎711－6377

　インターネットや大
規模な合同説明会では
見つけることが難し
い、地元に根付いた優
良企業が参加します。
ぜひご参加ください。
日時1月25日㈯
13時30分～16時30分
会場松戸商工会議所（松戸駅下車）
対象15歳からおおむね39歳までの求職者〔2020（令和2）年3月卒業予定
者を含む〕
費用無料　※入退場自由。　※事前登録して来場した人には、世の中の産業
がまる分かり『業界図鑑』をプレゼント！

就職したい若者集まれ！就職したい若者集まれ！
まつど合同企業説明会まつど合同企業説明会

同説明会
ホームページ

共通 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（6カ月～就学前、先着10人、1月21日㈫
までに電話またはEメールで商工振興課☎711－6377、
mcsyoukou@city.matsudo.chiba.jpへ要申込）。

12月は防災行政無線で4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。

　介護事業所などの採用担当者による面談・相談
などを行います。介護の仕事に興味がある人は、
ぜひご参加ください。
日程2月9日㈰　会場聖徳大学1号館（松戸駅下車）

合同就職相談会
10時30分～14時
講演会
11時～11時45分
「対人援助職に必要なコミュニケーション」
12時15分～13時
「対人援助職に必要な自己覚知」

介護するなら“まつど”d
で

e！
介護のしごと in まつど 介護のしごと in まつど 

合同就職相談会合同就職相談会

無料

　自分に合った企業の見つけ方など、
同説明会の上手な活用方法を伝え
ます。

同日開催  
就職支援セミナー
13時～13時30分

教育委員会の採用情報の詳細は、直接各課または
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

要申込

同相談会事務局〔（特養）明
みょうじんえん

尽苑内〕☎385－2220

教育委員会の採用情報教育委員会の採用情報

採用期間4月～2021（令和3）年3月　勤務日時原則月～金曜、1日6時間30
分（休憩時間45分を含む）　※スクールソーシャルワーカーは平日週4日、
1日8時間（休憩時間45分を含む）。　
勤務場所市立小・中学校　※別途期末手当・交通費支給（要件あり）。
2月5日㈬までに、登録申請書・履歴書などを直接または郵送で〒271－

8588松戸市根本356京葉ガスF松戸ビル4階　松戸市教育委員会教育研究所
（☎366－7461）へ

社会教育施設勤務
採用期間4月～2021（令和3）年3月31日㈬　勤務日週3日程度（土・日曜、祝・
休日を含む）　勤務時間勤務場所により異なる（夜間を含む場合あり）　勤務
場所図書館・公民館・青少年会館など　業務内容受付・窓口対応など　時給
957円　※別途期末手当・交通費支給（要件あり）。　選考方法書類選考・面接
履歴書を直接または郵送で〒271－8588松戸市根本356京葉ガスF松戸

ビル5階　松戸市教育委員会教育企画課（☎366－7455）へ

スクールアシスタント（校務補助）
採用期間4月～2021（令和3）年3月31日㈬　勤務日時原則月～金曜、1日6
時間30分（休憩時間45分を含む）　勤務場所市立小・中学校　時給957円　
※別途期末手当・交通費支給（要件あり）。　選考方法書類選考・面接
1月31日㈮〔必着〕までに、履歴書を直接または郵送で〒271－8588松戸市根

本356京葉ガスF松戸ビル5階　松戸市教育委員会教育企画課（☎366－7455）へ

理科観察実験アシスタント
採用期間5月上旬以降～2021（令和3）年2月26日㈮　勤務日時原則平日週
2日、8時～16時45分のうち7時間以内（勤務場所により異なる）　※長期
休業期間は勤務なし。　勤務場所市立小学校　時給957円（教員免許所有者
1,470円）　※別途交通費支給。
1月31日㈮〔必着〕までに、履歴書を郵送で〒271－8588松戸市教育委員

会指導課（☎366－7458）へ　※後日面接あり。

学校図書館①専門員②支援員
採用期間4月～2021（令和3）年3月24日㈬　勤務日時平日週4日、8時～16
時45分のうち5時間45分（休憩時間45分を含む）　※長期休業期間は勤務な
し。　勤務場所市立小・中学校　時給①1,100円②957円　※別途期末手当・
交通費支給（要件あり）。　対象①司書・司書補・教員（小学校または中学校）
のいずれかの資格を有し、簡単なパソコン操作ができる人②学校でボラン
ティア経験があり、簡単なパソコン操作ができる人
1月31日㈮〔必着〕までに、履歴書と司書・教員免許などの写しを郵送で〒

271－8588松戸市教育委員会指導課（☎366－7458）へ　※後日面接あり。

日本語指導支援スタッフ
採用期間4月以降～2021（令和3）年3月24日㈬　勤務日時平日週2日～5
日、8時～16時45分のうち5時間45分以内（勤務場所により異なる）　※長
期休業期間は勤務なし。　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957円　※別途期末手
当・交通費支給（要件あり）。　
1月31日㈮〔必着〕までに、市ホームページでダウンロードできる申請書

類と所持資格などの写しを郵送で〒271－8588松戸市教育委員会指導課
（☎366－7458）へ　※後日面接あり。

会計年度任用職員（パートタイム）
職種 時給 必要免許

特色ある学校
づくり派遣ス
タッフ

学力向上支援 1,470 円 教員免許等
教育課題支援（児童生
徒活動支援） 957円 なし

特別支援教育

特別支援教育補助教員 1,470 円 教員免許等
特別支援教育補助員 957円 なし

支援員 1,470 円
介護福祉士免許または初任者研
修もしくは実務者研修を修了し
た人

957円 なし
看護師 1,468 円 看護師免許または准看護師免許

教育課題対応
スタッフ

スクールソーシャル
ワーカー 2,420 円 社会福祉士免許または精神保健福祉士免許（その他要件あり）
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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。　問高齢者支援課地域包括ケア推進担当室☎366－7343

講座・講演・催し
松戸子育てカレッジ「子育て広場 おや
こで“ゆるりん”」
2/3㈪・7㈮・14㈮・17㈪・21㈮・28

㈮ 各10時～12時　※2/7㈮ 11時～11
時30分は講座「赤ちゃんの発達に大切な
こと」を、2/29㈯11時～11時30分は子
ども図書館で「はーるよこい♪コンサー
ト」を開催 聖徳大学10号館（松戸駅下
車） 2歳までの子と保護者 各100円
子育て支援課 ☎366－ 7347

犯罪ゼロを目指しひったくり防止自転
車かごカバーや自転車盗・空き巣対策
グッズを配布します
　カバーを取り付ける自転車でお越し
ください（その場で取り付け、1人1個）。
移動交番車で警察への手続きや相談等も
できる他、電話d

で

e詐欺撃退機器などを
展示します 2/14㈮10時～10時30分
もくれん公園（新松戸6の271） 先

着 100人 市民安全課☎366－7285

会議
環境審議会地球温暖化対策部会
1/21㈫10時から 市役所8階会議室

傍聴定員先着3人（9時50分まで受け付
け） 環境政策課☎ 366－7089

クリーンセンター内温水プールは、クリ
ーンセンター稼働停止に伴い、3/22㈰
に営業を終了します
　回数券の払い戻しはできませんので、
終了日までに使用してください。和名ケ
谷スポーツセンターの温水プールは営業
を継続します クリーンセンター施設
係☎ 385－7100

クリーンセンター内スポーツ施設の専
用使用料納付の際は、本人確認が必要
です
4/1予約分から 運転免許証・マイナ

ンバーカード・健康保険証など クリー
ンセンター施設係☎385－ 7100

大規模小売店舗の変更届出の縦覧と意
見書の提出
縦覧・意見書提出期限 3/30㈪縦覧場所商
工振興課 対象店舗 松戸駅東口開発ビル
同課☎711－6377

農林業の現状を把握するために調査員
が訪問します（農林業センサス）
1月下旬から 農林業を営む人・団体
総務課統計担当☎366－8056

市営住宅入居者募集
募集期間 2/1㈯～10㈪入居資格◦市に住
民登録をしている市内在住または市内在
勤の人◦同居する親族がいる人（単身申
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 募集案内書の配布
1/30㈭から2/10㈪の間に、住宅政策課・
支所・行政サービスセンターで入居時期
4月以降 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・必要書類他は、募集案
内書をご覧ください 住宅政策課☎366
－7366

2020（令和2）年度松戸市簡易修繕（営
繕）業務受注資格審査申請（中間受付）
　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 2/3㈪～17㈪各9
時～16時（開庁日のみ） 市内に本店が
ある法人・個人事業者〔 2020・2021
（令和2・3）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 1年 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

お知らせ 入札監視委員会
1/24㈮9時30分から 市役所新館 5

階市民サロン 傍聴定員 先着10人（9時
20分まで受け付け） 契約課☎366－
1151

国民健康保険運営協議会
1/28㈫ 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

地域ケア会議
1/30㈭ 9時30分～11時30分 市役

所新館 7階大会議室 傍聴定員先着10人
（9時15分から受け付け） 高齢者支援
課地域包括ケア推進担当室☎366－
7343

地域自立支援協議会
2/5㈬14時～16時 市役所新館7

階大会議室傍聴定員先着5人（13時45分
まで受け付け） 障害福祉課☎366－
7348、 366－7613

介護保険運営協議会
2/6㈭14時から 市役所新館7階大

会議室傍聴定員先着10人（13時45分から
受け付け） 介護保険課☎366－7370

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

掲 示 板

松戸地域職業訓練センター講座のお知らせ

定員先着①～⑧各5人⑨15人⑩20人　費用①～⑧各12,000円（会員事業所または
団体会員は10,000円）⑨ 4,000円（別途道具代・材料費代）⑩45,000円（同40,000円）
※別途テキスト代。　※開催日の7日前に申し込みが各1人以下の場合、①～⑧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。
 費用を添えて、直接同センター（小金原1の19の3、☎349－3200）へ

講座名 　　 午前=  9:30 ～ 12:30 日時 午後 =13:30 ～ 16:30
① 初めてのパソコン＆インターネット
講座（Windows） 2/  3 ㈪ ～ 6 ㈭　 午前

② Word を使った文書作成講座 2/  3 ㈪ ～ 6 ㈭　 午後
③ 学んで活

い

かそうWord 講座 2/25 ㈫～28㈮　午前
④ Excel を使った表計算講座 2/17 ㈪～20㈭　午後
⑤ Excel 応用講座（Excel 経験者） 2/12 ㈬・13㈭　午前・午後

⑥ Access基礎講座（Excel データベー
ス経験者） 2/25 ㈫～28㈮　午後

⑦ Access応用講座（Access経験者） 2/22 ㈯・29㈯　午前・午後
⑧ PowerPoint 基礎講座 2/17 ㈪～20㈭　午前

⑨ 切り絵講座 〔全4回〕 2/4 ㈫・18㈫、3/3 ㈫・17㈫
各13：00～ 16：00

⑩ 宅地建物取引士受験講座〔全27回〕 2/22～8/29の土曜（8/15を除く）　午後

要申込
Windows10 

使用

 障害者雇用・企業セミナー

認識と理解で認識と理解で
雇用は変わる！2020雇用は変わる！2020 要申込

2月7日㈮13時～16時30分（12時30分から受け付け）　会場流山市生涯
学習センター　内容講演、トークセッション　対象障害者を雇用している
または雇用を検討している企業　定員先着100人　費用無料
1月31日㈮までに、市ホームページでダウンロードできる申込用紙

をFAXまたはEメールで我孫子市障害者就労支援センター 04－7188
－0242、 syurousien@city.abiko.chiba.jp（☎04－7185－1917）へ

要申込

　これまでの人生を振り返りながら、自らの人生の終わり方を考える活動
「終活」。この終活を考えるときには、自分の住まいについて考えることも大
切です。「住まいの終活」を一緒に考えてみませんか。
日時2月15日㈯13時30分から（12時45分開場）
会場市民会館　講師千葉司法書士会・加藤正幸
氏、（一社）千葉県宅地建物取引業協会松戸支部・
高橋和義氏　定員先着100人　費用無料
電話で住宅政策課空家活用推進室☎366－

7366へ

住まいの住まいの終終
し ゅ う か つし ゅ う か つ

活活についてについて講演会

   
シルバー人材センターシルバー人材センタースマホ・パソコン教室スマホ・パソコン教室

要申込コース 日時

① スマホの選び
方 2/ 4㈫  9:30～12:00

② スマホ操作 2/ 4㈫13:30～16:00
③ 個人授業 2/ 5㈬13:30～16:00

④ パソコンで確
定申告 2/ 6㈭  9:30～12:00

⑤ Windows10
の操作 2/12㈬  9:30～12:00

   

　保育施設・児童福祉施設などの採用担当者との個別面談や、職場に関す
る相談ができます！
開催日時1月26日㈰12時30分～15時（12時から受け付け）　
会場ペリエホール（千葉市）　
対象保育施設などに就職を希望する人、保育の仕事に関心がある人
費用無料
当日会場で
（社福）千葉県社会福祉協議会千葉県福祉人材センター
　☎043－222－2668

保育d
で

e就職！@千葉

   
松戸市シルバー人材センター松戸市シルバー人材センター

植木職養成講習〔全10 回〕植木職養成講習〔全10 回〕要申込

2月13日㈭ ～3月31日㈫の間で10日間各9時～15時　会場シニア交流セ
ンター他　対象以下の全てに該当する人◦市内在住の60歳以上◦運転免
許があり、自家用車を使うことができる◦同センターで就業を希望する
定員12人（面談あり）　費用20,000円　※詳細はお問い合わせください。
 1月28日㈫〔必着〕までに、はがきまたはFAXに郵便番
号・住所・氏名・年齢・生年月日・電話番号を記入して、
〒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 330－5008（☎330－5005）へ 同センター

ホームページ

保 育 の し ご と 就 職 フ ェ ス タ

会場新松戸市民センター　
対象40歳以上　費用各3,000円
はがきまたはFAXに住所・氏名・年
齢・電話番号・希望コースの番号を記
入して、〒271－0043松戸市旭町1
の174　（公社）松戸市シルバー人材
センター　スマホ・パソコン教室係
330－5008（☎330－5005）へ
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 中学生対象
｢税についての標語｣入賞作品

　松戸間税会では、税を身近に感じてもらおうと、中学１年生を対象に
税の標語を毎年募集しています。今年の松戸税務署管内の応募総数は、
5,181作品（うち市内18中学校からは3,002作品）でした。

松戸税務署☎363－1171、松戸間税会☎344－4895

　　　松戸市長賞

消費税 納めて支える みんなの暮らし　常盤平中学校・川
かわかみ

上ひなたさん

　  松戸市教育長賞

消費税 納めてつくる 豊かな未来	　　　小金中学校・堀
ほりうち

内弓
ゆ み と

登さん

　　松戸間税会金賞

消費税 知って納めて 未来へつなぐ　　第一中学校・饗
あ え ば

庭麻
ま な

那さん	
安心な くらしのとなりに 消費税	　　		第二中学校・住

すみよし

吉空
そら

さん
消費税 ゆたかな国への 第一歩 　　		小金中学校・脇

わきさか

阪隼
は や と

人さん
税金を 知って納めて 明るい未来へ　		新松戸南中学校・長

は せ が わ

谷川麻
あ さ こ

子さん

小中学校造形作品展
指導課☎366－7458

 1月29日㈬～2月2日㈰各10時～18時
会場文化ホール
内容図画工作・美術の授業などで制作した絵画や工作作品を展示

パラスポーツをパラスポーツを
応援応援しよう！しよう！要申込

まつど健康マイレージ 付与

母の味噌汁
第三中学校3年・林

はやし

凜
り さ

咲さん

孤独の恐ろしさ
金ケ作中学校2年・島

しまざき

崎真
ま ほ

帆さん

「社会を明るくする運動」
松戸地区作文コンテスト

2019（令和元）年度入賞作品を表彰

明るい社会を目指して
第一中学校2年・近

お お み

江祐
ゆ き な

希菜さん　
話を聞くこと、読むこと
第三中学校3年・岡

おかむら

村紀
の あ ん

杏さん

第二中学校1年・米
よ ね だ

田沙
さ え か

絵花さん
根木内中学校1年・江

え が わ

川怜
れ い あ

愛さん
第一中学校2年・原

はら

優
ゆ う た

汰さん
第六中学校2年・田

た な か

中咲
さ き

樹さん
金ケ作中学校2年・岡

お か だ

田要
かなめ

さん
旭町中学校2年・大

おおはし

橋瑞
み ず き

季さん
聖徳大学附属女子中学校2年・
　　　　　　　　	小

お が わ

川優
ゆ う き

希さん
牧野原中学校3年・池

い け だ

田絢
あ や み

結さん
牧野原中学校3年・高

たかはし

橋穂
ほ の か

乃香さん

教育長賞

優秀賞

　犯罪や非行に対しての中学生の思いや考えたこと・感じたことをつづる作文
コンテストです。12月23日に入賞作品の表彰式が行われました。
　市長賞を受賞した林さんは、「3年目に念願の市長賞を受賞することができ
て、とてもうれしいです」と喜びを語りました。また、教育長賞を受賞した島
崎さんは、「作文を書いたことや今日の表彰式は貴重な経験となりました」と
話しました。
※松戸地区の作文コンテスト
入賞作品集は、地域福祉課で
配布しています。

同運動松戸地区推進委員会
　	事務局（地域福祉課内）
　☎366－3019

受賞者の皆さん

県更生保護
女性連盟会長賞・

市長賞
佳作

講演会講演会

　東京2020オリンピック・パラリンピックまであと半年。障害者スポー
ツの魅力を知って、パラスポーツを応援しよう！

2月14日㈮14時 ～15時30分（13時30分開場）　会場市民会館

観観
みみ

たい、知りたい、たい、知りたい、
パラリンピック！パラリンピック！
講師日本大学松戸歯学部教養学健康スポーツ科学准教授・
橋口泰

や す か ず

一氏

JJ
フ ン ト スフ ン ト ス

untosuntos!! 中南米対日理解促進交流プログラム参加報告!! 中南米対日理解促進交流プログラム参加報告
（ドミニカ共和国での国際交流）
講師流通経済大学スポーツ健康科学部学生・赤

あ か ば

羽孝太氏・土井梢
しょうへい

平氏

定員先着70人　費用無料
※手話通訳・要約筆記あり。
2月7日㈮までに、電話で東京オリンピック・パラリンピック推進課

☎710－3081へ

橋口泰一氏

東松戸ゆいの花公園の講座東松戸ゆいの花公園の講座 要申込

プリザーブドフラワーとフルーツのスイーツアレンジメント
1月31日㈮10時30分～11時30分
講師フルーデリー代表・堂前絵美子氏　定員先着12人　持ち物クラフト
ハサミ、ピンセット、持ち帰り用袋　費用2,000円

春色トピアリー
2月6日㈭10時 ～11時30分
講師フラワースクールF

エ フ コ コ

COCO主
宰・河

こ う の

野史
ふ み こ

子氏
定員先着10人
持ち物持ち帰り
用袋　
費用2,500円

ハーブとアロマテラピーの
楽しみ方
2月18日㈫10時 ～11時30分
講師松戸ハーブ
ボランティア・
渡辺雅江氏　
定員先着12人　
持ち物筆記用具
費用500円

2月29日㈯18時～20時
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）
定員先着80人〔中学生以下は保護者同
伴。1組5人まで（同一世帯の場合は応
相談）〕
電話で同館☎368－1237へ

星空観望会星空観望会
月とオリオン大星雲（M42）月とオリオン大星雲（M42）

市 民 会 館 プ ラ ネ タ リ ウ ム 室市 民 会 館 プ ラ ネ タ リ ウ ム 室

要申込

共通会場同公園マグノリアハウス
電話で同公園管理センター☎384－4

よ

1
い

8
は

7
な

へ
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松戸市子ども夢フォーラム松戸市子ども夢フォーラム
　小・中学生の表彰、スポーツや文
化活動などの発表、市長への提言な
ど、子どもたちが多方面で活躍する
姿を市民の皆さんに紹介し、地域全
体で応援するフォーラムです。
日時2月8日㈯13時～15時30分（12時30分開場）
会場市民劇場
内容スポーツや文化芸術活動などで活躍する
小・中学生の表彰、こどもモニターから市長
への提言、松戸市ゆかりのスペシャルゲスト
中山和美氏からメッセージ〔リオパラリンピ
ック	車いす陸上競技（女子T53クラス）出場〕
定員先着250人　費用無料
※手話通訳・要約筆記あり。　
※一時保育あり（ 6カ月～就学前、先着10人、1月24日㈮までに電話で同
課☎366－7464へ要申込）。

子どもわかもの課☎366－7464

中山和美氏

未来にはばたけ！
まつどの子どもたちを応援しよう！

子ども政策課子どもの未来応援担当室☎366－5181
　全ての子どもが未来に夢や希望を持ち成長していくためには、さまざ
まな担い手が子どもの未来を応援する地域づくりが必要です。子どもの
貧困の現状を知り、「子どもの未来応援に向けて、今、私ができること」
を考えてみませんか。
日時 ①1月27日㈪②2月1日㈯③2月22日㈯各14 時～16時（13 時
30分開場）
会場①ほっとるーむ東松戸②六実市民センター③市民会館
講師① NPO児童虐待防止全国ネットワーク理事・髙

こ う そ

祖常
と き こ

子氏②NPO
しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長・赤石千

ち え こ

衣子氏③NPOキッズドア
理事長・渡辺由美子氏
定員先着①50 人 ②200人 ③150人
費用無料
※手話通訳・要約筆記あり。
※一時保育あり（6カ月～小学
2年生、先着①5人②③各10人、
①1月17日㈮②1月22日㈬③2
月12日㈬までに電話で同担当室
☎366－5181へ要申込）。

子どもの未来応援講演会子どもの未来応援講演会
考えよう！子どもたちがこぼれにくい地域づくり

昨年の様子

髙祖常子氏 赤石千衣子氏 渡辺由美子氏

夢のキャンバス夢のキャンバス
まつどまつど

夢を描ける、かなえるまち。夢を描ける、かなえるまち。

　12月に発表された同ランキングで、松戸市は全国編（東京を
除く）1位になりました。このランキングは、全国の自治体を
対象に、日経D

デ ュ ア ル

UALと日本経済新聞社が共同で実施した「自治
体の子育て支援制度に関する調査」の結果を基に、「子育てしな
がら働きやすい都市」を独自の指標で評価したものです。

2017年に続いて2017年に続いて
22回目！回目！

子ども政策課☎704－4007

松戸市の子育て支援が高評価！松戸市の子育て支援が高評価！

（東京を除く）（東京を除く）

　増加する保育ニーズに対応するため、
小規模保育施設を増設しています。
2020（令和2）年1月現在の設置数は
72カ所で、県内1位を誇ります。また、
交通利便性を意識し、市内23駅全ての
駅前・駅ナカにも設置をしています。

千葉県ナンバー1の小規模保育施設数！千葉県ナンバー1の小規模保育施設数！

　乳児健診は、生後3～4カ月、6～7カ
月、9～10カ月と3回実施。他市では事
例の少ないロタウイルスとおたふくかぜ
の任意予防接種の費用を一部助成するな
ど、子どもの健康を守る健康診査や予防
接種が充実しています。

子どもの健康を細やかにサポートします！子どもの健康を細やかにサポートします！

　保護者が働いていても子どもが幼稚園
を利用できるよう、一定の条件の下、預
かり保育を利用する保護者に対して月
25,000円までの補助金を支給していま
す。さらに2020（令和2）年度から、送迎
保育ステーションを新たに2カ所増設。計
4カ所となり、ますます便利になります。

働きながら幼稚園も選択できます！働きながら幼稚園も選択できます！

　毎日18時～23時まで、中学3年生ま
でが受診できる夜間小児急病センターが
あります。小児科専門医や小児の診察に
慣れた医師が対応。薬が必要な場合はそ
の場で処方されるので、急な発熱でも慌
てずにすみます。

安心！充実の小児医療体制！安心！充実の小児医療体制！

共働き子育てしやすい街共働き子育てしやすい街
ランキング2019ランキング2019

全国編全国編11位位を受賞を受賞
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21世紀の森と広場内
博物館
〒270－2252松戸市千駄堀671
☎384－8181

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

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、翌平日休館）、年末年始
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）
※障害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。
※講座・講演会の一部で、一時預かり
あり（6カ月～小学2年生、無料）。申し
込みについては、市ホームページをご
覧いただくか、電話でお問い合わせ
ください。

◆館蔵資料展「小金城と根木
内城」
3/22㈰まで　会場企画展示室
費用無料　展示解説会 1/19㈰、
2/1㈯、3/22㈰各14:00～14:40
◆野外見学会「健脚万来！小
金城・根木内城を歩く」
3/15㈰ 12:30～ 16:00〔荒天

時は3/21㈯〕　※集合場所など
は当選者に連絡。　定員 40人
（抽選）　費用無料　 2/1㈯か
ら27㈭〔必着〕の間に、市ホー
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、〒270－
2252松戸市千駄堀671　博物
館「小金城・根木内城を歩く」
係へ
◆学芸員講演会④「常盤平団
地の生活史Ⅱ」
1/26㈰13:00～15:00　会場講
堂　定員先着80人（申込不要）  
費用無料
◆体験教室「自分でつくる糸
と布～紡ぐ・織る～」〔全2回〕
1日目2/5㈬9:30～12:30また
は13:30～16:30　2日目2/7㈮
9:30～15:00のうち50分間（時
間は博物館が指定）　会場実習
室　内容糸車を使って綿から糸
を紡ぎ、高

たかはた

機で織る　講師同館

◆博物館ミュージアムシアター
会場講堂　定員各先着80人（申込不要）　費用無料　

上映開始時間 内容

午前11時の名画座
11:00

1
月
日本の近代化遺産 第9巻「維新政府・北国へ
の挑戦～東北・北陸の近代化遺産～」（45分）  

2
月
珠玉の仏教美術4「華麗なる王朝の美～平
安時代2～」（45分）

ミュージアムシアター
（平日）13:15、15:15
（土・日曜、祝・休日）
15:15

1
月
伊奈忠次～関東の水を治めて泰平の世
を築く～（21分）

2
月
司馬遼太郎と城を歩く 7～清洲城・浜松
城・丸岡城・佐賀城～（60分）

土日祝のキッズシアター
（土・日曜、祝・休日）
13 :15 ※1/26 ㈰・
2/16㈰を除く

1
月
アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
「ぶんぶく茶

ちゃがま

釜」他2話（25分）

2
月
アニメ ふるさと再生 日本の昔ばなし
「最後の嘘

うそ

」他2話（25分）

学芸員、同館友の会サークル
「はたくさの会」　対象両日参加
できる人　定員 8人（抽選）　費
用無料　 1/23㈭〔必着〕まで
に、同館ホームページまたは往
復はがき（1人1枚）に郵便番号・
住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・1日目の希望時間（9:30
または13:30）・返信用宛名を
記入して、「糸と布」係へ
◆学芸員講演会⑤「松戸でハ
ワイ」
2/16㈰13:00～15:00　会場講
堂　内容市内に「ハワイ」とい
う名の通りがあります。いつ頃、
なぜ、このような名前がつけら
れたのでしょうか？小さな地名
をもとに、日本人の外国観の一
端をひもときます　定員先着80
人　費用無料
◆ガイドツアー（総合展示解説）
随時受け付け

パークセンター
☎345－8900

21世紀の森と広場

 講座は全て電話による申込制
 （9:00～17:00）

開館時間…9:00～16:00
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
日の10:00～12:00と13:00～15:30
（電話相談あり）。
※バーベキューの予約は、市ホームペー
ジまたは☎385－1815へ。

◆真冬の鳥たち
2/20 ㈭11:00～12:30　講師
自然解説員・村井みとい氏　
定員先着15人　費用無料
◆木枯らしの冬　樹木の冬芽～
斬新なデザインは誰のため？～
2/22 ㈯10:00～11:30　講師

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

文化ホールギャラリー
☎367－7810

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、翌平日休館）　
入館料…共通券一般320円など。個
別券一般250円（戸定邸）、150円（歴
史館）など

戸定歴史館
☎362－2050

◆通常展「プリンス・トクガワ 
松戸徳川家の調度品」
2/1㈯～ 6/21㈰　
※詳細は1面をご覧ください。

運動公園
☎363－9241

◆①パワーヨガ②骨盤ヨガ
①1/20 ㈪、2/3 ㈪・10 ㈪ 各
11:00 ～11:50 ②1/23 ㈭・30
㈭、2/6 ㈭・13 ㈭各14:00 ～
14:50　会場武道館　対象18歳
以上　定員各先着15人　持ち物
上履き　費用各500円　 当日
会場で

※飲み物持参。動きやすい服装で。
※費用の記載がないものは無料。
※申し込みがないものは当日会場で。
※スポーツ推進委員主催。

◆創
そうげんかい

元会千葉支部展
1/15㈬～19㈰
暁
あかつき

  ☎04－7124－2590
◆松戸市小中学校書初展
1/22㈬～26㈰
指導課☎366－7458

◆松戸市小中学校造形作品展
1/29㈬～2/2㈰
指導課☎366－7458

◆春季展（書道）
2/6㈭～9㈰
宮本 ☎080－2011－5710

●ソフトバレーボール教室
2/2㈰ 9:00～11:00　会場常盤
平体育館　 浅野☎090－4012
－7686
●カローリング教室
2/2㈰9:00～12:00　会場六実
市民センター　 伊藤☎090－
8027－8076
●バドミントン交流会＆ボッ
チャ体験会
2/7㈮9:00～15:00　会場柿ノ
木台公園体育館　費用500円
1/31㈮までに、電話で坂平

☎366－3432へ

自然解説員・渡邊勲
いさお

氏　定員先
着20人　費用無料
◆自然観察入門「アカガエル
の卵」
2/24㉁10:00～11:00、13:30
～14:30　講師自然解説員・
加藤裕一氏　定員各先着12人
費用無料

◆「私が好きな松戸の景観ス
ポット」展示
2/7㈮～13㈭
都市計画課☎366－7372

◆松戸水彩会展
2/11㈷～16㈰
陸
りくしま

島 ☎364－6761

　　　

2月 （無料）

●常盤平児童福祉館☎387－3320
あそび広場①1日㈯②15日㈯③22日㈯④29日㈯
各15時～16時　内容①歌の広場②バレンタイン
おかしづくり③映画会④デコスイーツを作ろう
対象主に小学生
水曜広場①5日㈬②12日㈬③19日㈬④26日㈬
各16時から　内容①マンカラ大会②フラワーア
レンジメント③巨大ドミノに挑戦④牛乳ぽっく
り作り　対象主に小学生
中高生の広場（TAPS）水・土曜17時～19時
内容フリータイム・卓球大会他
卓球広場8日㈯14時～15時30分　内容基礎を学
ぼう　対象小・中学生　持ち物上履き

●移動児童館☎387－3320
あそぼう会 運動公園小体育室2 4日 ㈫・18日 ㈫　
六実市民センター水曜　八ケ崎市民センター木曜
稔台市民センター金曜　時間15時～17時　
内容ボードゲーム大会・なわとび大会他　
対象主に小学生

わくわく広場 稔台市民センター金曜10時30分～
11時50分　内容体操・手遊び他　対象乳幼児と
保護者

●根木内こども館☎315－2985
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
パティシエ教室8日㈯・22日㈯各10時～12時
対象小学4年生以上（要申込）
ひょうたんの会11日㈷11時15分～12時　
内容手遊びとお話　対象乳幼児と保護者
音楽で遊ぼう12日㈬10時～11時　内容リトミッ
ク　対象乳幼児と保護者（要申込）
おはなしあっぷっぷ21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
工作くらぶ 22日㈯13時～15時　内容 氷の結晶
対象小学生以上
絵本はじめのいーっぽ28日㈮11時20分～11時
50分　内容読み聞かせと絵本紹介　対象乳幼児
と保護者

●六実こども館☎080－3507－3538
開館日・時間 月・水曜（3日㈪を除く）14時30分
～17時、土・日曜、祝・休日10時30分～17時
内容科学館、豆まき、折り紙でひな人形を作ろ
う、マンカラ大会、パターゴルフ他　
対象18歳未満とその保護者

●野菊野こども館☎331－1144
おやこDE広場①5日㈬10時30分～11時30分②
14日㈮11時～11時30分　内容①あかちゃん♥
たいむ②絵本の読み聞かせと手遊び　対象乳幼
児と保護者
中高生タイム水・金曜17時～18時、土曜（1日
を除く）17時～20時　内容フリータイム、カフェ
コーナー、学習スペースあり　対象中学・高校生
のぎっこひろば16日㈰13時30分～15時30分
内容スペシャル企画 お笑いライブ！　対象幼児と
保護者、小学～高校生　定員先着150人

●森のこども館（21世紀の森と広場森の工芸館）
☎080－7323－9980（開館日のみ）
1日㈯・2日㈰各10時～16時　内容森の中で体を動
かそう！　対象18歳以下（未就学児は保護者同伴）

　松戸市版家庭教育啓発パンフレット「まつどっ子 未来のために
今」監修者の川島隆太氏が、脳科学や認知科学のデータをもとに
解説します。子育てに大切な話をぜひ親子で聞いてください。
日時2月8日㈯14時（13時30分開場）会場栗ケ沢中学校体育館
講師東北大学加齢医学研究所所長・川島隆太氏　対象市内在住・在
勤・在学の小学5年生以上 定員先着300人 持ち物上履き 費用無料
※一時預かりあり（1歳6カ月～就学前、先着10人程度、電話で要申込）。
※駐車場はありません。
2月3日㈪までに、電話または申し込みフォームで生涯学習推進課

☎367－7810へ

川島隆太氏

申し込みフォーム

インターネットの利用と脳の関係は？

大人は、家庭や地域で何ができる？

どうする？ 情報過多のIT社会
子どもたちが夢をかなえるには？

家庭教育講演会

脳を育てて幸せな人生脳を育てて幸せな人生
要申込

●広報まつど　2020（令和2）年 1月15日
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1月・2月は、インフルエンザ流行のピーク！
　インフルエンザの予防には、一人一人の「かからない」「うつさない」という
気持ちがとても大切です。インフルエンザが疑われる場合、早めに医療機関
を受診しましょう。

　　　　　　　　　インフルエンザを予防するために
　①手洗い・うがいをしっかりする　　③部屋の乾燥を防ぐ
　②咳

せき

エチケットを守る　　　　　　　　④栄養と休養を十分にとる

咳エチケット…咳やくしゃみをするときは、マスクやティッシュ・ハンカチ、
上着の袖を使って、口や鼻を押さえましょう
健康福祉政策課☎704－0055

第5期まつど健康マイレージがスタート！
　健康診断やがん検診の受診、健康づくりイベントなどへの参加でマイルが
貯
た

まります。貯めたマイルで応募すると、抽選で特典が当たります！
実施期間2020（令和2）年1月1日㈷～12月31日㈭　応募締め切り2021
（令和3）年1月8日㈮〔必着〕　対象市内在住・在勤・在学の20歳以上
　　　　　　　応募用紙付きパンフレットが新しくなります
　設置場所各保健福祉センター、市役所・各支所内市民健
　康相談室、各市民センターなど
　※応募用紙は、市ホームページでダウンロードできます。
　※今年からEメールでも応募できるようになりました。詳細
　　は市ホームページやパンフレットをご覧ください。

まつど健康マイレージ事務局（健康推進課内）☎366－7486

今年度の特定健康診査（メタボ健診）はお済みですか？　
　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（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（オレンジ色、三つ折り）　費用無料　※35歳～39歳の人は国保健
康診査、千葉県後期高齢者医療制度に加入している人は後期高齢者健康診
査を、市内委託医療機関で受診できます（無料）。
電話で①市内委託医療機関②国民健康保険課☎712－0141へ

3月31日㈫までに、麻しん・風しん混合（MR）第2期予防接種
を受けましょう
対象者2013（平成25）年4月2日～ 2014（平成26）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月下旬ごろ案内を送付します。母
子健康手帳を確認し、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（はしか）、風しん（三日はしか）の両方にかかった人は、接種の必要
　はありません
●県内の他市町村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

健康教室（糖尿病）　
1月①16日㈭②24日㈮③29日㈬各14時～15時（13時45分開場）　会場総
合医療センター2階大会議室　内容①検査のあれこれ②少しずつ工夫して
血糖値ダウン③実践 糖尿病食事療法　講師同センター①臨床検査技師②
保健師③管理栄養士　費用無料
同センター栄養管理室☎712－2511（内線1091）

認知症サポーター養成講座　　
1月26日㈰13時～14時30分　会場デイサービスあいあい松戸（バス停「美
野里町」近く）　対象市内在住　定員先着20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

認知症高齢者声かけ訓練
1月28日㈫14時～15時30分　会場小金市民センター　費用無料
電話または申し込みフォームで小金高齢者いきいき安心セン

ター☎374－5221へ

市民向け講座「主任ケアマネによる介護保険利用についての
お話」
1月29日㈬14時～15時　会場馬橋市民センター　定員先着20人　費用無料
電話で馬橋西高齢者いきいき安心センター☎711－9430へ

食からはじめる健康セミナー「野菜コース 冬」
時間10時～13時　
内容野菜を食べて代謝力
アップ！（講話と調理実習）
対象市内在住の20歳 ～

59歳　定員各先着20人程度　持ち物エプロン、三角巾、布巾2枚、手拭
きタオル、筆記用具　費用無料
1月15日㈬9時から、電話で各会場へ

ずっとお元気体操教室　冬の特別講座　
2月①6日㈭②20日㈭各10時～11時30分　会場①五香②松飛台各市民セ
ンター　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

市民健康講座「がん検診で胃カメラを受けよう！～胃がん撲
滅への挑戦（予防から治療まで）～」　　
2月20日㈭13時30分～15時　会場市民会館　講師兒

こ だ ま

玉医院医師・小田晃
弘氏　定員先着40人　費用無料
電話で健康推進課☎366－7487へ

OH!!げんき体操教室　
開催期間4月～2021（令和3）年3月　日時①第2火曜②第3金曜各10時～
11時30分　会場常盤平市民センター　対象会場まで自力で来ることができ
る65歳以上　定員60人（抽選）　費用無料
2月28日㈮〔消印有効〕までに、往復はがきに希望日時の番号1つ（どち

らでもよい人は③）・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・緊急連絡先の有
無・返信用宛名を記入して、〒270－2261松戸市常盤平2の24の2のC
の5　常盤平高齢者いきいき安心センター（☎330－6150）へ

　前回（11月15日号）でご紹介したとおり、口内炎にはいくつかの原因があり
ますが、その他に、口

こうくう

腔がんの治療によって口内炎ができることがあります。
　抗がん剤治療や放射線治療を行うと、血液中の白血球など、体の防御を
つかさどるいくつかの作用が減少したり抑えられたりします。このため、
感染を起こしやすくなり、口内炎ができます。抗がん剤治療では一定の期
間ごとに薬の投与が行われますが、そのたびに口内炎ができやすくなると
いわれています。また、放射線治療では放射線を当てる期間によっては長
期的に口内炎ができてしまうこともあります。また、抗がん剤と放射線を
併用して治療を行った場合は、それぞれ単独で行った時に比べるとさらに
長期的に口内炎ができてしまうことがあるといわれています。症状には個
人差がありますが、最初に口の中の粘膜が熱感を持ち、徐々に赤く腫れて
ただれて、痛みも感じるようになります。さらに進むと、一部の粘膜がは
がれて潰

かいよう

瘍を形成し、さらに強い痛みを伴うこともあります。
　口内炎への対処法としては、口の中を清潔に保つことが挙げられます。
ところが、上記の症状があると、歯磨きやうがいをした際にしみたりして
痛みを伴うので、口の中の清掃が困難になります。しかし、だからといっ

て口の中が汚れていると、さらに感染を起こしやすくなり、症状が悪化し
てしまうことがあるので、ブラッシングやうがいなどに工夫をして続ける
ことが大切です。歯ブラシは毛の柔らかいものを使いましょう。また、口
内炎で口が開けづらい場合は、ヘッドの小さいものがお勧めです。歯磨剤
は刺激になることがあるので、口の中の状態に応じて使用するかどうかを
決めてください。そして、歯磨き後のうがいは冷たい水だとしみる可能性
があるので、ぬるま湯程度がいいでしょう。なお、口内炎の症状が強すぎ
て歯磨きができない場合は、無理せずぬるま湯でしっかりうがいをしましょ
う。アルコール成分が含まれている洗口剤は、刺激があるため使用を控え
た方がいいでしょう。
　口内炎を治すには、しっかり栄養を摂

と

ることも大切です。痛みなどで食
事がしづらい場合は、ブラッシング同様に工夫が重要です。塩味や酸味な
どの刺激が強い物は控えましょう。調理の際に、水分量を多くしたり、柔
らかくしたり、小さく刻んだり、ミキサーにかけたりすると食べやすくな
ります。また、熱いものは冷ましてから食べるようにしましょう。
　このように対処法はいくつかありますが、実際に直面した時は、対処す
ることが難しい場合もあります。もし分からないことがあったときは、歯
科医師や医師にご相談ください。

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

要申込

要申込

要申込

要申込

口内炎について2
あなたの健康

要申込

要申込

要申込

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

思春期相談 2/25㈫13:30～15:30
☎361－2138精神保健福祉相談 2/ 6 ㈭・17㈪ 各14:00～16:00

酒害相談 2/20㈭14:00～16:30

エイズ
検査

即日検査 2/ 4㈫・18㈫ 各13:30～14:00

☎361－2139夜間検査 2/18㈫17:15～18:15
※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（祝・休日を除く） ☎361－6651
来所 原則㈮9:00～17:00

障害者
差別相談

電話（予約不要）㈪㈫㈭㈮9:00～17:00 ☎361－2346
367－7554来所

要申込

211

まつど健康マイレージ付与…

申し込み
フォーム

市ホームページ

日程 会場 電話番号
2/ 4㈫ 中央保健福祉センター ☎366－7489
2/ 6㈭ 常盤平保健福祉センター ☎384－1333
2/21㈮ 小金保健福祉センター ☎346－5601

●広報まつど　2020（令和2）年 1月15日
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MIEA世界めぐり
日本文化体験～IKEBANA 心を花で表現してみませんか？～
2月13日㈭13時～15時　会場市民会館　講師草

そうげつ

月流師範会理事・今村草
そうぎょく

玉氏　定員先着20人
（会員優先）　持ち物植木用はさみ、新聞紙、雑巾、筆記用具　費用2,000円（会員1,500円）
2月3日㈪までに、Eメールまたは電話で同協会 office@miea.or.jp、☎366－7310へ

日本語教育講演会「勉強時間の確保が難しい学習者に対する初
級日本語指導のポイント」
2月17日㈪14時～16時　会場ゆうまつど　講師明海大学准教授・西川寛之氏　定員先着50
人（会員優先）　費用500円（会員無料）
2月7日㈮までに、Eメールまたは電話で同協会 office@miea.or.jp、☎366－7310へ

（公財）松戸市国際交流協会M
み ぃ あ

IEAからのお知らせ 

　劇団四季の作品と舞台から、互いを思いやる心や信じ
合う喜びを共有し、良い出会いを応援します。中華街で
のランチも楽しみます。
日時3月29日㈰8時50分松
戸駅周辺集合～19時30分
解散
対象28歳から45歳までの
独身で、市内在住・在勤、
または将来松戸市に転入予
定の人　※受付時に身分証
明書などを確認します。
定員男女各20人（抽選）
費用男性7,000円、女性
5,000円（チケット代・バス
代・昼食代込み）
2月10日㈪〔必着〕までに、ちば電

子申請サービスまたはEメールに件名
「ミュージカル婚」、本文に住所・氏
名（ふりがな）・性別・生年月日・年
齢・昼間連絡可能な電話番号を記入
して、青少年会館 mckozas@city.
matsudo.chiba.jp（☎344－8556）へ
※申し込みは本人のみ。
※後日、参加者に詳細を連絡します。

「百人一首」の魅力～その詠
よ

み人の心に触れて～〔全3回〕
日程 内容 講師
2/ 7㈮ 「百人一首」が生まれた背景と選ばれた理由～なぜその歌は選ばれたか～

和洋女子大学准教授・木村尚
た か し

志氏2/21㈮ 歌が詠まれる雅
みやび

な世界とその魅力について～その時、詠み人は何を想
おも

ったか～
3/ 6㈮ 百首の中から選ぶ 知ってほしい歌、覚えたい歌

時間10時～12時　会場文化ホール　定員25人（抽選）　持ち物筆記用具　費用無料　※会場設営や受け付けなどのお
手伝いをしていただける場合は、申し込みの際に「講座サポーター希望」と記入してください。

一歩踏み出す好奇心 パート1（夢・結いの会）〔全3回〕
日程 内容 講師
2/ 4㈫ 「はやぶさ」ってなぁ～に J

ジ ャ ク サ

AXA職員
2/18㈫ 「国際交流」ってなぁ～に 文化観光国際課職員、国際交流員
2/25㈫ 「ローンボウルズ」ってなぁ～に（体験してみようローンボウルズ） ローンボウルズ愛好会

時間10時～12時　会場文化ホール　定員30人（抽選）　持ち物筆記用具　費用無料

人生100年を生きる！（まつど生涯創
そ う ね ん

年の会）〔全3回〕
日程 内容 講師

2/ 7㈮ 認知症にならずに生きる！～知って安心！笑って防ぐ認知症～ 東松戸病院認知症看護認定看護師

2/14㈮ ユーモアの心で生きる！～笑って仲間とささえ愛～ ユーモアスピーチの会主宰・北沢正
まさつぐ

嗣氏

2/21㈮ 災害に負けずに生きる！～その時あなたは生き残れるか～ NPO日本防災士会千葉県北部副支部
長・谷正美氏、防災士・岡田和也氏

時間10時～12時　会場市民会館　定員110人（抽選）　持ち物筆記用具　費用無料

あなたの未来を見つけるワークショップ
日時 内容 講師

2/29㈯13:30～16:00 コーチングカード“Points of You®” 千葉商科大学政策情報学部
教授・朽

く つ き

木量
りょう

氏3/  8㈰13:30～16:30 レゴ®シリアスプレイ®メソッド

会場文化ホール　定員各20人（抽選）　費用無料

エンディング・シリーズ（5）～在宅医療を考える～（萬
ば ん せ い か い

青会）〔全3回〕
日程 内容 講師

2/12㈬ 松戸市の在宅医療について 高齢者支援課地域包括ケア推進担当室
職員

2/19㈬ ちょこっと体操で健康寿命を延ばしてP
ピンピンコロリ

PKを目指そう！ 健康運動指導士・山田佐世子氏
2/26㈬ 医師から見える在宅医療の現状～かかりつけ医の重要性と必要性～ （医社）洗

せ ん し ん

心理事長・島村善
よ し ゆ き

行氏
時間14時～16時　会場文化ホール　定員30人（抽選）　持ち物筆記用具　費用無料

共通
1月22日㈬〔必着〕までに、ち

ば電子申請サービスまたは往復
はがきに講座名・郵便番号・住
所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号・返信用宛名を記入して、〒
271－ 0092松戸市松戸1307の
1松戸ビルヂング4階　生涯学習
推進課（☎367－7810）へ
※電子申請1件、往復はがき1枚
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。
※手話通訳・要約筆記などの配
慮が必要な人のみ、FAXでも申
し込みを受け付けます（ 360
－0945）。

共通
1月22日㈬までに、電話またはちば電子申請サービスで生涯学習推進課

（☎367－7810）へ　※一時預かりあり（1歳～就学前、要申込）。

要申込

要申込成人講座

市民自主企画講座

ちば電子申請サービス

ちば電子申請サービス

ミュージカル婚♪
劇団四季

『マンマ・ミーア！』 

松戸フューチャーセンター講座　　　

人生１００年時代の生き方・働き方を考える
ライフシフト勉強会
2月15日㈯13時30分～15時30分　会場文化ホール　内容100年時代の人生戦略とは？
講師才能プロファイラー・服部雅

ま さ み

己氏　定員30人（抽選）　費用無料

要申込 青年講座 縁 結 び サポート事業

ちば電子申請
サービス

まつど健康マイレージ付与…

要申込

要申込

●広報まつど　2020（令和2）年 1月15日
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◆パソコン初心者講習「基本操作とカ
レンダーづくり」
2/29㈯までの希望日の10時～12時、

13時～15時、15時～17時、18時～20
時 NPO快適IT空間松戸教室（市民劇
場向かい） 各先着1人 各2,000円
電話で同NPO・石井☎703－7284へ
◆新年にゆったりと身

か ら だ

体にやさしい体
操はじめよう！
1/17㈮・24㈮各11時5分～12時35

分 運動公園体育館小体育室 各先着
5人 各500円 ゆったり体操倶

ク ラ ブ

楽部・
熊谷☎392－8510
◆地域でつくる！高齢者の外出支援セ
ミナー in松戸
1/17㈮13時30分～16時30分（13

時開場） 松戸商工会議所（松戸駅下車）
講演、事例紹介、パネルディスカッ

ションなど 先着130人 NPO全国移
動サービスネットワークホームページで
ダウンロードした申込書をFAXで同
NPO 03－3706－0661へ
●ギター基礎講座（2）
1/18㈯13時～16時 矢切公民館

2,000円　※楽器貸し出しあり 電話で
ウェーブ・吉田☎090－4395－5664へ
◆松戸歌声サロン「童謡唱歌・抒

じょじょうか

情歌
を歌う」
1/20㈪14時～16時 松戸アリエッ
タホール（松戸駅下車） 先着40人
1,200円 電話で同サロン・金

か ね や

谷☎090
－3491－7373へ
●ユダ王国に奉祭されたモーセの十戒
石の運命
1/21㈫13時30分～16時30分

市民会館 1,000円 電話で古代史研
究会松戸〔葛飾塾〕・櫛

く し だ

田☎070－6520
－2267へ
◆認知症介護相談交流会
1/24㈮13時～15時 松戸市社会福

祉協議会 （公社）認知症の人と家族の
会松戸地区・尾崎☎343－8925
●囲碁大会（棋力別・変則リーグ戦・
持点制）
1/25㈯9時～17時 常盤平市民セ

ンター 1,500円（高校生以下800円）
※昼食付き 常盤平囲碁クラブ・清水
☎386－1988（昼間のみ）
◆子育てセミナー「ハッピー・チャイル
ド・ケア・レッツ・サタデー～おとうさ
んといっしょ～」（育児相談あり）
1/25㈯10時～11時30分 さわらび
ドリームこども園 未就学児と父親 先
着30組 1/20㈪までに、直接または電
話で同園☎703－3838へ

◆お仕事フェスタ2020 inすまいる
1/25㈯10時～14時 市民交流会館

（文化施設） 女性のための就労支援、企
業説明会、保育施設などの情報提供
市内で就労または求職中の女性 NPO 
M
マ マ キ ャ ン

amaCan☎080－7025－1403
◆減塩試食会
1/25㈯10時～14時 まつど市民活

動サポートセンター 先着20人 700
円 電話で数値調理会・岩崎☎090－
9295－1387へ
◆すべての暴力はつながっている 子ども虐
待・DV・性暴力～被害者理解とその支援～
1/25㈯13時30分～15時30分 パ

レット柏 先着80人 500円 電話で
C
キャップ

APなのはな☎070－6513－7087へ
◆狭山事件再審学習会（石川一雄氏の話）
1/26㈰13時30分～16時30分 明
市民センター 先着56人 300円 当
日会場で 狭山事件にとりくむ東葛住
民の会・神

かんばやし

林☎343－3803
◆シニアも踊るよダンスパーティ
1/26㈰13時30分～16時30分 ま

つど市民活動サポートセンター 先着
100人 500円 当日会場で ステップ
D
ディーエスシー

SC・佐藤☎090－4381－7273
浅間台笑

しょうげき

劇研究部の新春笑劇公
演～笑って健康 笑って長生き～
1/29㈬13時～15時30分 市民劇場
先着300人 同部・ 神

かんばら

原 y-kambara
@mx7.ttcn.ne.jp
◆柏市民吹奏楽団演奏会
2/2㈰15時～17時 柏市民文化会館
先着1,300人 同楽団・山口☎090－

3516－8288

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、 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）※記載がないものは無料 …申し込み先　 …問い合わせ先

●成田山新勝寺参詣と成田山公園散策
2/2㈰8時20分松戸駅東西連絡通路

集合、12時30分成田山公園解散 飲み
物、弁当 400円（別途交通費） 当日
集合場所で 松戸歩こう会・出

いずはら

原☎386
－5611（昼間のみ）
●松戸市野球協会大会受け付け
2/2㈰9時～15時 運動公園武道館

会議室 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
●小金原歌唱サークル発表会
2/2㈰10時～16時 小金原市民センター
同サークル・宮崎☎090－2168－5107
◆障害年金無料個別相談会
第4㈫13時30分～16時30分 松

戸商工会議所本館（松戸駅下車） 各先
着10人 NPOみんなでサポートちば☎
070－1541－7661
◆子育て講座「ありのままを認める子
育て～子どもも私も笑顔で生きる～」
2/5㈬10時～11時30分 小金原体

育館 先着20人 電話で幼児教室くる
みえん☎345－0012へ
●俳句会見学会（初・中級者）
2/6㈭・20㈭各13時～16時 矢切

公民館 電話でひこばえ俳句会・横手
☎369－1685（昼間のみ）へ
◆べトナム料理講座とベトナムの話～
ベトナムの方の力を借りて～
2/9㈰10時～13時30分 市民会館
先着30人 1,000円 電話で食の安

全安心を考える市民の会・上野☎080－
1277－1801へ

●初心者向け能楽体験講座〔全5回〕
2/7 ㈮・21㈮、3/6 ㈮・20㈷、4/3

㈮各9時30分～11時30分 市民会館
観世流謡曲と小鼓 1,000円　※希望
者は3/10㈫に国立能楽堂で能鑑賞あり
（1,000円） 2/4㈫までに、電話で矢切
舟
しゅうようかい

謡会・柴田☎387－3483へ
●家庭婦人バレーボール大会
2/8㈯・16㈰各8時30分から　※運

動公園会議室で2/1㈯14時から代表者
会議 運動公園体育館 学区で編成さ
れたチーム 1/24㈮〔必着〕までに、申
込用紙を郵送で 松戸市家庭婦人バレー
ボール連盟・坂上☎348－2187
◆年金問題学習会
2/8㈯13時30分～16時 稔台市民

センター 先着100人 300円 当日
会場で 全日本年金者組合松戸支部・
安部☎389－6677
◆どうなる道徳 どうする道徳
2/8㈯14時30分～16時30分 千

葉県弁護士会松戸支部（松戸駅下車）
先着100人 電話で東葛総合法律事務
所友の会・村山☎367－1313へ
◆みんなんちコンサート　ピアノ四重奏
（バイオリン・ビオラ・チェロ）
2/17㈪13時30分 ふれあいの居場

所みんなんち（新京成常盤平駅下車）
300円 電話でNPOたすけあいの会ふ
れあいネットまつど☎710－7450へ
◆幸谷町民交流会「ギター・オカリナ・歌
声で奏でるニューイヤー・ミニ・コンサート」
2/18㈫10時～12時 幸谷ふれあい

ホール（JR新松戸駅下車） 先着 40人
幸谷町会・永松☎702－7838

●健康づくりグループサークル・アキ
㈭10時～11時30分 明市民セン

ター 年6,000円 300円 中井☎
348－7385（夜間のみ）
●八柱囲碁同好会
第4㈪を除く毎日13時～17時 八

柱市民センター 年5,000円 石
いしたに

谷☎
387－9339
◆松戸ヨガクラブ
㈭13時20分～14時50分 まつど

市民活動サポートセンター 月2,500
円 1,000円 吉田☎080－6702－
2308
◆松戸山の会「峠」（軽登山）
月1回 ゆうまつど 年6,000円
1,000円 山本☎384－9345

◆稔台フラサークル
月3回㈭10時～12時 稔台市民セ
ンター 月3,000円 1,000円 井上
☎387－0466（18時以降）
◆新松戸女声コーラス
㈬10時～12時 しんまつど幼稚

園 月3,000円 池本☎090－2414
－5965
◆ナーフラピリアロハ松戸
月3回㈭18時40分～20時 松戸

ボールルームダンスクラブ（松戸駅下
車） 月6,000円 5,000円 渡邉
☎080－3145－5581
◆コールブルーメ（女声合唱）
月2回 ゆうまつど 月2,000円
1,000円 石井☎342－0665

◆ブルースカイサークル（英会話）
㈭10時～13時25分（1回55分）

勤労会館他 60歳以上 月4,000円
林☎341－6163（18時30分～21時）
◆ダンス・ゆう（社交ダンス）
㈬14時～17時 ゆうまつど 未

経験者 月2,000円 河辺☎080－
6655－6114
◆健康作り同好会 菜の花クラブ
㈭13時～14時30分 常盤平体育

館 月1,000円 菊池☎384－5229
◆パートナーズ（健康麻雀・囲碁）
㈪～㈯13時～16時 市内高齢者福

祉施設 年100円 100円 大
だ い ご ぼ う

悟法
☎385－0984

日時1月26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もあります。
メイク松戸ビューティフル事務局☎368－0980

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

　市は、家庭ごみの削減と資源物の再利用・再資
源化のため、リサイクル活動を推進しています。
集団回収とは
　町会・自治会などの団体が、家庭から出たリサイクル品（紙類、びん類、
缶、ペットボトル）を品目ごとに分別し、市に登録された資源回収業者へ引
き渡す、民間の活力を利用した資源回収活動です。
集団回収を活用しましょう
　市は、集団回収を実施している団体に対して、リサイクル品の回収実績
に応じて奨励金を交付し、活動を支援しています。奨励金は団体の活動資
金にもなるため、積極的にご活用ください。また、全品目の回収を実施し
ていない団体は、全品目の回収にご協力をお願いします。
※詳細は環境業務課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。
環境業務課☎366－7332

参 加 者 募 集

市ホームページ

松戸市ごみ減量シンボル
キャラクター「クリンクルちゃん」

 町会・自治会等の集団回収
（リサイクル活動）にご協力を！

　2016（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、
1998（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。
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ペ ア

AIR☎364－8832、文化観光国際課☎366－7327

パラダイスエア
インドからのアーティストが滞在中！

　インド・ベンガルールから来日したアーティスト、アイシュワリヤン・K氏が
滞在中。折り紙や千羽鶴に興味を持つ同氏は、実際に日本の文化に触れて
学んだ経験を新しい作品に活

い

かします。街なかで同氏の活動を目にしたら、
ぜひ声を掛けてみてください！

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

Matsudo City International Portal

Behind The Scenes
 The Music Parade is my favourite part of the annual Matsudo Festival. 
The music and march made for a miraculous combination, and they 
conveyed a beautiful message about what humans can do through the 
power of teamwork. This is the 3rd time I experienced Matsudo Festival, 
but unlike the previous years when I was just a viewer, this time I 
helped host the event with my teammates from the Culture, Tourism, 
and International Division, and other members of Matsudo City Hall. 
We overcame lots of unexpected stituations. Some people had to run 
around, raise their voices to guide others, and more, all to guarantee the 
success of the parade and meet the expectations of Matsudo’s many 
citizens. As a person who has joined Matsudo Festival both as a viewer 
and as an organizer, I think the value of a festival comes not only from 
everyone’s happiness, but also from the hardwork of the people working 
behind the scenes.

始まります！ Let the show begin!

国際交流員レー・ガン・ハーが松戸の魅力を紹介します

この頃は、ハッ！
 Here comes Ha!

Discover Matsudo's many charms with CIR Le Ngan Ha
国際交流員レー・ガン・ハーが松戸の魅力を紹介します

えないけれど、児童・生徒の皆さんの演奏を、
楽しみに待っている観客の期待に応えるため
に最善を尽くしました。観客側、運営側両方
として松戸まつりに参加し、お祭りの価値は
出演者と観客の笑顔だけではなく、舞台裏で
働く人の努力にも存在すると思いました。

舞台裏
　私が松戸まつりの中で大好きなパートは音
楽パレードです。音楽と行進は奇跡のような
組み合わせで、チームワークで作られた素晴
らしいメッセージです。松戸まつりに参加す
るのは3回目です。今年は、例年のように音
楽パレードを見る代わりに、文化観光国際課
や他の市職員と共に運営に携わりました。役
割分担をしてはいましたが、急な仕事が数え
きれないほど発生しました。走り回ったり、
大きな声で案内をしたり、完璧な運営とはい

新しい伝統を奏でる
サクソフォン奏者 大

お お い し

石将
ま さ の り

紀さん

所属するグループ「東京現音計画」のコンサートにて

ヴォーチェ・アルモニカの皆さんと本郷谷市長

広
ひ ろ き

樹さん・さやかさん
幸せアルバム

市内在住の新婚カップル（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（本人の
み）、件名・住所・氏名（ふりがな)・名字掲
載希望の有無・生年月・電話番号・コメント
50文字以内・市ホームページ掲載希望の有無
を記入して、広報広聴課 mckouhou@
city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

昨年の松戸市民スキー大会の写真です。
花火大会、松戸のど自慢など、

夫婦で松戸市を楽しみ尽くしています！

『優しくあることを許して』

　展示空間を作品に
組み込んだ個展です。
ぜひご覧ください。

日時1月21日㈫ ～3月22日㈰各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

社会教育課美術館準備室☎366－7463

久
く ば

芳真
ま す み

純展「左右の再配置」

アイシュワリヤン・K 氏 ベンガルールでの展示『P
パ ス ト
ast, P

プ レ ゼ ン ト
resent, F

フューチャー
uture』

大石さんのコンサートスケジュールは、ホームページ http://www.m-oishi.
com/をご覧ください。戸定邸などでのコンサートは、広報まつどでお知らせします。

　ステージ上でライトを浴び、人の声のように艶
つや

やかな音を奏でるサクソ
フォン（サックス）を演奏するのは、松戸市出身の大石将紀さん。サックス
といえばアルトサックスやテナーサックスが有名ですが、大石さんはさまざ
まなサックスを使い分け、幅広いジャンルの音楽を演奏します。キレのある
高音から重厚な低音まで、その表現には限界がありません。和の空間でサ
ックスを聞くことができる戸定邸でのコンサートも、毎回大盛況です。
　サックスとの出会いは、河原塚中学校の吹奏楽部。「最初はキラキラとし

た楽器のカッコ良さに憧
れました」という大石さ
ん。東京藝術大学・同大
学大学院に進学し、その
後、パリ国立高等音楽院
に留学。この道を究めて
きました。「パリ国立高等
音楽院は、世界で初めて
サックスの専門科ができ
た学校です。やはり『本
場』『ルーツ』としての層
の厚さがありましたね。」

ヨーロッパに拠点を置いていた6年余りの間に、演奏の幅はぐっと広がった
と言います。「クラシカルな西洋音楽から現代音楽まで、そして音楽以外に
もありとあらゆるアートに触れられた環境でした」と振り返ります。
　今の活動の中心は現代音楽。一般的には「難しい」「何か違う音楽」と
思われがちとのことですが、制作技法にはバッハやそれ以前からの音楽
の要素を受け継いでいるそう。「伝統の技法を使いながら、時には電子音
楽などの現代のテクノロジーや西洋以外の楽器も取り入れています。いろ
いろな可能性を楽しめるんです」と大石さん。近年は、和楽器とのコラボ
レーションにも力を入れています。「サックスのルーツは西洋ですが、自分
のルーツは日本。それらを融合して、これからも自分だけが提案できる音
楽・自分らしい音楽を奏でていきたい」と、精力的な演奏活動を続けます。

　2019（令和元）年11月に行われた第72回全日本合唱コンクール全国大
会の大学職場一般部門の混声合唱の部で、主に市内で練習を行う混声合唱
団「V

ヴ ォ ー チ ェ

OCE A
ア ル モ ニ カ

RMONICA」が3年連続で金賞に輝きました。
　同合唱団は松戸市合唱連盟に加盟し、県内外の中学・高校などの合唱経
験者である30歳前後の若者を中心とした約30人で活動。同コンクールの
千葉県代表に11年連続、関東支部代表には5年連続で選ばれるなど、高い
評価を得ています。
　受賞の報告に市役所を訪れた副団長
の土

と さ

佐真
ま い

以さんは、「結成当時は県大会
を勝ち抜くのも大変でした。まさか全
国大会で3年連続金賞をいただけるな
んて思ってもいなかったのでうれしく思
います。大人になっても合唱ができる場
として松戸の音楽を盛り上げ、来年も
金賞を目指します」と語りました。

生涯学習推進課☎367－7810

「音楽の街、松戸」に響くハーモニー

松戸市安全安心情報市の公式ホームページ
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

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

2020.1.15
（令和2年）
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