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消費生活センター☎365－6565（相談専用・平日8時30分～16時）、消費者ホットライン☎1
い

8
や

8
や

（局番なし）へ悪質商法や商品
トラブルの相談は

インターネットを使っていたら、
身に覚えのない金額を請求さ
れた

インターネットで欲しい商品を
購入したい

健康食品が「お試し価格」で販売
されているので、１回だけ試す
つもりで購入したい

あなたなら、どうしますか？
A 身に覚えがないため無視する
B 請求された金額をすぐ

に支払う
C 内容を確認するため連

絡先に問い合わせる

実際に寄せられている相談
◦ アダルト情報サイトを

閲覧していたら、突然、
料金請求画面が表示
された。登録した覚え
はない。

◦パソコン画面に「ウイルスに侵されてい
ます」と表示が出たので問い合わせる
と、ウイルス駆除のための高額なソフト
代金を請求されて支払ってしまった。解
約したい。

◦有名通販サイトと思われる相手から購入
していない商品の請求メールが届いた
が、身に覚えがない。

あなたなら、どうしますか？
A インターネット掲載の商品は安心なので、迷

わず購入する
B 販売方法や条件をよく確

認後、納得してから購入
する

C 値段の安さが一番重要な
ので、1円でも安い商品
を探して購入する

実際に寄せられている相談
◦ インターネットで商品を注文したが、いつに

なっても商品が届かない。
◦インターネットでブランド品のバッグを注文し

たら、偽物（模倣品）が届いたので返品したい。
◦「コンサートのチケッ

トを売ります」という
SNSの投稿を見て代
金を振り込んだが、チ
ケットが届かない。

あなたなら、どうしますか？
A「お試し」なので、気軽に購入する
B クーリング・オフ（※）がで

きるはずなので、解約条件
を確認せずに購入する

C「定期購入」になっていな
いか、よく確認してから購
入する

※クーリング・オフとは、いったん申し込みや契約をしてし
まった後でも、一定の期間内であれば無条件で解除すること
ができる制度です。

実際に寄せられている相談
◦「初回無料」とあったので1回だけのつもりで

健康食品を購入したが、2回目の商品が自宅
に届いた。定期購入が条件となっていたの
で、解約できないと言われた。

◦化粧品を「お試し価格」で購入した後に解約
を申し出たが、申請期間
を過ぎているので解約で
きないと断られた。

※このページのイラストは、「消費者庁イラスト集」より。

暮らしのいきいき講座=契約トラブル・生活設計など、消費生活
に関する希望のテーマで講演します。
シルバー消費者教室=高齢者を狙う悪質商法などの被害を防ぐ
ため、消費生活相談員がDVDなどで分かりやすく説明します。

消費生活についての出前講座をご利用ください 要申込

共通
対象おおむね10人以上のグループ

希望日の１カ月前までに、電話で
消費生活課☎366－7329へ

消費生活センター
公式ツイッターも
ご覧ください
悪質商法の情報やイベント
情報を発信しています。

　正しい行動はAです。
　「架空請求」なので無視しましょう。架空
請求の手口は近年巧妙になっています。身
に覚えのない請求をされても支払わないよ
うにしましょう。個人情報を聞き出される
恐れがあるため、絶対に連絡先に問い合
わせてはいけません。

　正しい行動はBです。
　注文をする前に、販売者の住所や連絡先な
どの情報をよく確認しましょう。日本語がおか
しい、販売価格がかなり安い、住所の記載が
ない、連絡先がフリーメールのみの場合など
は、詐欺や模倣品サイトである可能性を疑いま
しょう。個人名義の銀行口座への前払いは、ト
ラブルに巻き込まれやすいので注意しましょう。

　正しい行動はCです。
　「定期購入」が条件となっていないか、解約
や返品ができるか確認しましょう。契約に関
する情報が記載されている最終確認画面をよ
く読み、印刷するなどして記録を残しておきま
しょう。通信販売ではクーリング・オフができ
ませんので注意しましょう。

正しい行動と
消費生活センターからのアドバイス

正しい行動と
消費生活センターからのアドバイス

正しい行動と
消費生活センターからのアドバイス

インターネットを使用した
消費者トラブルに
ご注意ください
　パソコンやスマートフォンが普及して便利になりましたが、インターネットに関する消費者トラブル
が増加しています。
　実際にどのようなトラブルが起きているかを知り、被害に遭わないように気を付けましょう。
問消費生活センター☎365－6565

インターネット
はとても便利… 

でも！

消費生活センター
公式ツイッター
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●3月定例市議会開催予定 
●会計年度任用職員（パートタイム）を募集
●あなたの未来を支える国民年金
●古民家「旧齋藤邸」で春の訪れを満喫
●プレミアム付商品券の購入・利用期限は3/1㈰ 



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
お知らせ

図書館本館・子ども読書推進センター
は、蔵書点検作業のため2/18㈫～21㈮
は臨時休館します
　2/28㈮は館内整理日のため全館休館
します。休館中も本館・分館の返却ポス
トは利用できます 図書館本館☎365－
5115

ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸
「抱っこd

で

eシネマ」のチケットプレゼント
　赤ちゃんと一緒に鑑賞できる特別上映
（6/30㈫まで）にご招待します 市内在
住・在勤の、3歳未満の子どもの保護者
2/20㈭〔消印有効〕までに、はがきに

郵便番号・住所・氏名・子どもの年齢・
2月のキーワード「ミルキーポップコーンプ
ラス」を記入して、〒105－0021東京都
港区東新橋2の16の1ルーシスビル　㈱
シネブリッジ「抱っこdeシネ
マチケットプレゼント係」へ
※必ず市ホームページをご
覧ください 子ども政策課
☎704－4007

児童手当2月期分（10月～1月分）を2/10
㈪に振り込みます
　金融機関により振り込み時間が異なる
ことがあります 子育て支援課児童給付
担当室☎366－3127

クリーンセンター温水プールは、設備点
検のため2/9㈰～26㈬は利用できません
クリーンセンター☎385－7100

大麻に関する誤った情報に注意！2月は
千葉県薬物乱用防止広報強化月間です
　インターネットなどで「大麻は害がない」
「タバコより安全である」といった誤った情
報が流れていますが、幻覚作用・記憶障
害などを引き起こす違法な薬物です。そ
の危険性を正しく理解し、地域が一体と
なって薬物に手を出さない社会環境をつ
くりましょう薬物の相談機関千葉県薬務課
☎043－223－2620、千葉県精神保健
福祉センター☎043－263－3892、千葉
県警察少年センターヤング・テレホン☎
0120－783－497

速度違反の取り締まりを強化しています
　持ち運びできる「可搬式速度違反自動
取締装置」により、生活道路で取り締まり
を実施しています 松戸警察署☎369－
0110、松戸東警察署☎349－0110

地域環境調査員（市民ボランティア）募集
調査期間 4/1～2021（R3）/3/31調査内容
普段の生活の中で発見した野鳥を調査票
に記録し、半年に1回市に提出 説明会
2/17㈪10時から 市役所別館地下1階
研修室 2/14㈮までに、電話で環境政策
課☎366－7089へ

介護支援ボランティア募集
　高齢者が市内の特別養護老人ホームな
どでボランティア活動を行うと、実績に応
じてポイントが付与され、年間最大5,000
円の交付金または障害者就労施設などの
生産品と交換できます 市内在住の65歳
以上説明会 ①2/10㈪11時～12時30
分②3/4㈬13時～14時30分③4/7㈫
13時30分～15時 ①小金②五香③新
松戸各市民センター 開催日の前日まで
に、電話で（社福）松戸市社会福祉協議会
☎362－5963へ

ご長寿ハッピーコンテスト実行委員募集
市内在住の60歳以上 2/14㈮〔必

着〕までに、はがきに住所・氏名（ふりが
な）・生年月日・年齢・電話番号を記入し
て、〒271－0072松戸市竹ケ花74の3
ご長寿ハッピーコンテスト実行委員会事
務局（健康推進課内☎366－7486）へ

介護保険運営協議会委員募集
市内在住の40歳以上65歳未満・65

歳以上から各2人以内 委嘱期間 4/1から
2年間選考方法市の選考委員会で審査
2/28㈮〔必着〕までに、郵送またはEメー
ルで介護保険についての意見（800字程
度）・住所・氏名・年齢・性別・経歴・電話
番号を〒271－8588松戸市役所　介護保
険課 mckaigo@city.matsudo.chiba.
jp（☎366－7370）へ

農地転用等の許可申請受付期間の変更
　毎月21日～25日のところ、今年3月の
み16日㈪～19日㈭です。申請予定の人
は事前にご連絡ください 農業委員会事
務局☎366－7387

市職員（約5千人）の給与明細書に掲載
する広告募集
募集期間 2/3㈪～28㈮ 掲載期間 6月～
11月（計7回）寸法1枠68mm×179mm
以内色 2色刷り 募集枠数 3枠広告掲載料
1枠12万円以上（消費税を含む。版代・
印刷費用は市が負担）　※申込書・広告
掲載基準などは人事課で配布する他、市
ホームページでダウンロード可 同課☎
366－7306

外国人雇用管理アドバイザーに相談で
きます
相談時間 9時～16時 ハローワーク松戸
3階新卒応援ハローワーク内留学生コー
ナー 外国人材の雇用管理・募集時の留
意点や在留資格に関する相談など 事
業主 相談希望日の2日前までに、予約
申込書をFAXまたは郵送で〒271－0092
松戸市松戸1307の1松戸ビル3階　ハ
ローワーク松戸 新卒応援ハローワーク内
留学生コーナー 367－8649〔☎367－
8609（48#）〕へ　※予約申込書はハロー
ワーク窓口で配布する他、千葉労働局
ホームページでダウンロード可

　市の耐震診断士として登録されると、市ホームページ・建築指導課
窓口・各支所窓口で閲覧できる名簿に掲載されます。
業務内容市の木造住宅耐震診断・耐震改修費補助金の利用
希望者への耐震診断・改修設計・工事監理を行う
登録要件以下の要件を全て満たす人
●建築士法に規定する一級・二級・木造建築士の有資格者
●建築士法に規定する建築士事務所に所属
●都道府県による既存建築物耐震診断・改修講習会（木造住宅）または
（一財）日本建築防災協会による国土交通大臣登録 木造耐震診断資格者
講習と木造耐震改修技術者講習の課程を修了
●（公社）千葉県建築士事務所協会松戸支部、（一社）千葉県建築士会松
戸支部、市内に開設された建築士事務所のいずれかに所属
●建築士事務所開設者の同意を得ている
登録期間2022（令和4）年3月31日まで（以降3年ごとに更新）
2月14日㈮から3月13日㈮〔消印有効〕の間に、所定の用紙を直接ま

たは郵送で〒271－8588松戸市役所　建築指導課（☎366－7368）へ
※詳細は市ホームページをご覧ください。

市ホームページ

3月定例市議会開催予定 問市議会事務局議事調査課☎366－7382 松戸市木造住宅耐震診断士追加募集 要申込

請願・陳情提出期限2月13日㈭12時
日程 会議予定（開議予定時刻＝10時） 主な内容
2/25㈫ 招集日・本会議 施政方針・議案の提案理由説明
26㈬ 各常任委員会 先議議案審査

3/  2㈪

本会議

先議議案採決
3㈫ 一般質問4㈬
5㈭ 一般質問・議案質疑
6㈮ 総務財務常任委員会

議案等の審査10㈫ 健康福祉常任委員会
11㈬ 教育環境常任委員会
13㈮ 建設経済常任委員会
16㈪

予算審査特別委員会 2020（令和2）年度各会計
予算議案審査

17㈫
19㈭
23㈪
25㈬ 本会議 議案等の採決

4月1日～2021（令和3）年3月31日採用の会計年度任用職員（パートタイム）を募集します
看護師
勤務時間月4日～6日程度（平日のみ）9時～16時
15分（半日のみも可）　勤務場所中央・小金・常盤
平各保健福祉センター　業務内容幼児健診　応募
資格市内の医療機関に勤務していない正看護師　
時給1,468円（別途交通費支給）
電話で子ども家庭相談課母子保健担当室☎366

－5180へ
英語インストラクター
勤務時間月～金曜8時～16時45分のうち6時間
30分（休憩時間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　応募資格
J
ジェイ

-S
シ ャ イ ン

HINE（小学校英語指導者資格）または教員免許
時給1,470円（別途賞与・交通費支給）
2月14日㈮〔必着〕までに、履歴書・申請書・小

論文（各様式は市ホームページでダウンロード可）
と資格証の写しを郵送で〒271－8588松戸市教
育委員会　指導課（☎366－7458）へ

母子・父子自立支援員
勤務時間月～金曜のうち4日間の9時～17時　勤
務場所子育て支援課　業務内容ひとり親家庭の相
談対応、施設などへの同行、貸付金申請の対応な
ど　応募資格保健師、看護師、臨床心理士、社会
福祉士、教員、保育士または母子・父子自立支援
員の経験を有する人など　※詳細はお問い合わせ
ください。　月給210,000円（別途賞与・交通費
支給）
2月7日㈮〔必着〕までに、指定の履歴書（子育て

支援課で配布または市ホームページでダウンロー
ド可）・資格証の写しを直接または郵送で〒271
－8588松戸市役所　子育て支援課（☎366－
7347）へ
事務補助員（障害者）

（登録者の中から必要に応じて選考し任用）
勤務時間月～金曜のうち4日間の9時30分～15時
（休憩時間45分を含む）　勤務場所市役所・市内公

共施設　業務内容パソコン（Excel・Word）事務、
窓口・電話応対など　応募資格身体障害者手帳、
療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている人　時給957円（別途賞与・交通費支給）
2月14日㈮〔消印有効〕までに、写真を貼付

し、障害の程度を記入した履歴書を郵送で〒271
－8588松戸市役所　人事課人事班（☎366－
7306）へ
総合医療センター職員

（登録者の中から必要に応じて選考し任用）
募集職種事務、クラーク、医師事務作業補助者、
看護事務補助者、保育士、薬剤師、管理栄養士、
臨床検査技師、診療情報管理士、看護師、助産師、
保健師、看護補助者、業務員、救急救命士　
※詳細は同センターホームページを
ご覧ください。
問同センター総務課人事係☎712－
　2511（内線2193） 同センター

ホームページ

市ホームページ
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●広報まつど　2020（令和2）年2月1日

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。松戸朗読奉仕会では、市内在住で障害者手帳（視覚）を持っている人に、広報まつどを音声化したCDを無料で郵送しています。  問ふれあい22☎383－7111



2020（令和2）年度学校給食用食材業者
（パン・牛乳以外）募集
市立学校への納入実績がある業者=

2/10㈪～21㈮に、希望する学校に直接
申請書類を提出　初めて参加を希望する
業者=2/5㈬10時～16時に、直接保健
体育課（☎366－7459）へ

2020（令和2）年度千葉県生涯大学校学
生募集（2次）
募集期間 2/10㈪～28㈮ 仲間づくり、
生きがいづくり、社会参加に興味がある
県内在住の60歳以上 願書配布場所 同校
各学園、市高齢者支援課、県高齢者福
祉課、同校ホームページ 同校☎043－
266－4705

2月の松戸競輪開催日程
本場開催 11㈷～13㈭（FⅠナイター）
場外開催1㈯・2㈰高松記念（GⅢ）、8㈯～
11㈷豊橋（全日本選抜GⅠ）、12㈬～14㈮
小松島（FⅠ）、14㈮～16㈰小倉（GⅢ）、17
㈪～19㈬いわき平（FⅠ）、21㈮～24㉁静
岡記念（GⅢ）、27㈭～3/1㈰奈良記念（G
Ⅲ） 公営競技事務所☎362－2181

講座・講演・催し

ソフトヨガ教室
2/4㈫・11㈷・18㈫各10時30分～11

時30分 八柱市民センター 高校生以
上 各先着20人 各800円 直接また
は電話で同センター☎388－3570へ

はじめての将棋
2/4～3/17の㈫16時～18時（祝日も

開催） 松飛台市民センター 各先着10
人 各500円（中学生以下200円） 電
話で同センター☎386－6000へ

さわやかヨガ教室
2/6㈭・20㈭・27㈭各10時～11時

東部市民センター 高校生以上 各先
着30人 各800円 直接または電話で
同センター☎391－3701へ

ミニコンサート「うたのおもちゃばこ」
2/6㈭11時～11時30分 ふれあい

22演奏者日
ひ が の

向野のりえ氏（歌）、德川眞弓
氏（ピアノ） ふれあい22☎383－0022

労働セミナー「労務管理の基礎～トラブ
ルを防ぐ！従業員に説明できる対応者
になるために～」
2/7㈮14時～16時30分 勤労会館
特定社会保険労務士・武藤友和氏

市内企業経営者、人事・労務担当者
先着30人 電話またはEメールで、商
工振興課労政担当☎711－6377、
mcsyoukou@city.matsudo.chiba.jpへ

住宅リフォーム①相談②市民講座
2/8㈯①10時～13時、14時～16時

②13時～14時 まつど市民活動サポー
トセンター 松戸住宅リフォーム相談員
協議会☎365－5252

明第2西地区地域づくり交流会「地域の
助け合いを考えよう」
2/8㈯10時30分～12時 古ケ崎市民

センター 同地区でスタートした「すまい
るショッピング（買い物支援活動）」の活動
報告など 栄町・栄町西・樋野口・古ケ
崎地域在住 先着50人 電話で明第2
西高齢者いきいき安心センター☎382－
5707へ

野鳥観察会（千駄堀）
2/15㈯8時新京成常盤平駅改札口集

合、11時30分ごろ現地解散〔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）  
当日集合場所で （公財）松戸みどりと花
の基金☎710－2851

子供将棋教室
2/8㈯・22㈯各15時～17時 八柱市

民センター 日本将棋連盟松戸支部指導
員 各先着20人 各500円 直接また
は電話で同センター☎388－3570へ

協働のまちづくりセミナーin松戸～相
互理解が生み出す“継続寄附”～
2/10㈪14時～16時（13時30分開場）
まつど市民活動サポートセンター

NPOかものはしプロジェクト寄附担当・
草薙直基氏 先着100人 電話または
FAX・Eメールに氏名・居住自治体・所属
団体・当日の連絡先を記入して、千葉県
県民生活・文化課☎043－223－4133、
043－221－5858、 npo-vo@mz.

pref.chiba.lg.jpへ

ふれあい教室「朗読をきくかい」
2/12㈬10時～11時30分 ふれあ

い22 松戸朗読奉仕会による短編・エッ
セーなどの朗読 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

シルバー消費者教室「高齢者を狙う悪質
商法」
2/12㈬14時～15時 馬橋市民セン

ター おおむね65歳以上 先着15人
電話で馬橋西高齢者いきいき安心セン
ター☎711－9430へ

（公社）松戸市シルバー人材センター
臨時入会説明会
2/14㈮10時、14時から すぐやる

馬橋（馬橋駅下車） 市内在住で健康な
60歳以上 各10人程度 電話で同セン
ター☎330－5005へ

五香市民センターまつり
2/15㈯12時～16時 同センター

ステージ発表、作品展示、子ども向け縁
日（一部有料）他 同センター☎386－
8300 

外国人日本語スピーチコンテスト
2/15㈯13時から 市民劇場 （公財）

松戸市国際交流協会☎366－7310

孫育て講座「じいじもばあばも地域で
子育てみんなで子育て」
2/15㈯13時30分～15時30分 新松

戸未来館 ①今どきの子育て事情②じい
じばあばになにができる？ ①助産師・
加藤睦氏 先着30人 2/9㈰までに、
電話でほっとるーむ新松戸☎375－8737
へ 子育て支援課☎366－7347

矢切公民館音楽祭
2/16㈰9時50分～15時30分 同館
生涯学習推進課☎367－7810

マンション管理基礎講座①個別相談会
②講演
2/16㈰①10時～12時②13時～16

時 市民劇場 マンション管理組合の役
員、居住者など 先着①5組②40人
電話またはFAXに氏名（ふりがな）、住所
（棟・室まで）、電話番号、管理組合名、
参加人数を記入して、①千葉県マンショ
ン管理士会☎043－244－9091、
043－244－9094②千葉県住まい情報
プラザ☎043－223－3266、 043－
223－0003へ

市民活動トークライブシリーズ「学生
ボランティアに“やって良かった！”と
思ってもらえるコーディネートのコツ」
2/23㈷13時30分～16時 まつど市

民活動サポートセンターコーディネーター
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

DV・児童虐待予防セミナー「体の不調
の何割かは配偶者が原因？夫源病・妻
源病の治し方」
2/16㈰14時～16時（13時30分開場）
ホテル ザ・マンハッタン（JR海浜幕張

駅下車） 医師・石蔵文信氏 200人（抽
選）　※一時預かりあり〔1歳～就学前、
15人（抽選）、要申込〕 2/5㈬までに、
電話またはFAX・Eメールに件名「予防セ
ミナー」、氏名、性別、手話通訳希望の有
無、居住市区町村名、電話番号、Eメール
アドレス、セミナーを知ったきっかけ（一
時預かり希望の場合は住所、子どもとの
続柄、子どもの氏名・性別・生年月日）を記
入して、千葉県男女共同参画課DV対策班
☎043－223－2376、 043－222－0904、
kyodo3@mz.pref.chiba.lg.jpへ

甲
かっちゅう

冑作り・武者行列参加者募集
3月～9月の第2・4㈬㈭9時～16時　

※説明会は2/16㈰（会場は後日連絡）
戸定が丘歴史公園内松雲亭 6万～7万
円（幼児用5万円） 2/9㈰〔消印有効〕ま
でに、はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号・希望サイズ（幼児用・小人用・大人用）
を記入して、〒271－0091松戸市本町7
の3　松戸市観光案内所「松戸手づくり甲
冑愛好会」へ 同会・知

ち く

久☎080－5438
－4039 

外国人材の受け入れに関する制度説明
セミナー
2/17㈪13時30分～15時 松戸商工

会議所（松戸駅下車） 先着50人 FAX
でハローワーク松戸専門援助部門 367
－8649〔☎367－8609（46#）〕へ

シニア世代向け再雇用促進セミナー
～55歳からの実践就職活動～〔全2回〕
2/18㈫10時～12時30分、2/27㈭

14時～16時30分 稔台市民センター
別館 1級キャリアコンサルティング技
能士・菊地克幸氏 おおむね55歳以上
先着30人（どちらか1日のみの受講も

可） 雇用保険受給資格者証（持っている
人のみ） 電話で高齢者支援課☎366－
7346へ

保護者のための「就職講座」
2/18㈫14時～15時30分 勤労会館
近年の就職状況、まつど新卒応援ハ

ローワーク・まつど地域若者サポートス
テーションの紹介 高卒以上39歳以下
の未就職者の保護者 先着40人 電話
で同ステーション☎703－8301へ

シティー・ミニコンサート～春に焦がれ
て～
2/19㈬12時15分～12時45分（11時

30分開場） 市議会議場曲目早
そ う し ゅ ん ふ

春賦
（中

な か だ

田章
あきら

）、オペラ『ファウスト』より宝石
の歌（グノー）他演奏者高島恵子氏（ソプ
ラノ）、中村文

あ や み

美氏（ピアノ） 先着150人
当日会場で 生涯学習推進課☎367

－7810（演目）、市議会事務局☎366－
7381（会場）

新松戸出張！NPO・市民活動よろず相談
室「NPO法人・一般社団法人どっちを選
ぶ？法人格取得ノウハウ集中セミナー」
2/20㈭10時～12時 新松戸市民活

動支援コーナー まつど市民活動サポー
トセンター副センター長 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

里親制度説明会
2/22㈯13時～15時 流山市生涯学

習センター 制度説明、体験談、個別相
談 NPO子ども家庭サポートセンターち
ば「オレンジの会」☎0470－28－4288

障害者就労施設等による福祉ショップ
2/17㈪～21㈮各9時30分～15時

市役所1階連絡通路 障害福祉課☎366
－7348

松戸スタートアップオフィス起業・創業
セミナー「レストランを併設した農産物
直売所経営への挑戦！」
2/26㈬18時～19時30分 同オフィ

ス ㈱あびベジ代表取締役・大
お お い

炊三枝
子氏 先着20人 Eメールまたはホーム
ページで同オフィス office
@matsudo-startup.jp
（☎382－6087）へ 商工振
興課企業立地担当室☎711
－6377

春よ、来い来いオールディーズライブ
3/7㈯15時～16時 東部市民セン

ター 18歳以上 先着120人 500円
（定員に満たない場合は当日券600円）
直接同センター（☎391－3701）で

会議

松戸市高等学校入学資金貸付選考委員会
2/6㈭10時から 市役所新館7階大会

議室傍聴定員先着10人 子育て支援課
児童給付担当室☎366－3127

公共施設再編整備推進審議会
2/7㈮9時から 市役所新館5階市民サ

ロン傍聴定員 先着10人（8時50分から受
け付け） 公共施設再編課☎701－5217

総合教育会議
2/7㈮10時から 京葉ガスF松戸ビル

5階会議室（傍聴は9時50分まで受け付
け） 政策推進課☎366－7072

公民館運営審議会
2/7㈮18時から 京葉ガスF松戸ビル

5階会議室（傍聴は17時50分まで受け付
け） 生涯学習推進課☎367－7810

教育委員会会議
2/13㈭13時から 京葉ガスF松戸ビ

ル5階会議室（傍聴は12時30分から受け
付け） 教育企画課☎366－7455

社会教育委員会議
2/13㈭18時から 京葉ガスF松戸ビ

ル6階会議室 傍聴定員 先着10人（17時
50分まで受け付け） 社会教育課☎366
－7462

男女共同参画推進協議会
2/14㈮ 14時から ゆうまつど

傍聴定員 先着5人（13時50分まで受け付
け） 男女共同参画課☎364－8783

安全・快適まちづくり協議会
2/17㈪14時30分から 市役所新館

5階市民サロン 傍聴定員 先着5人（14時
15分から受け付け） 市民安全課☎366
－7285

子ども・子育て会議
2/18㈫18時30分から 市役所議会

棟3階特別委員会室傍聴定員 先着10人
（18時15分から受け付け） 子ども政策
課☎704－4007

少年センター運営協議会
2/20㈭14時から 中央保健福祉セ

ンター地下会議室 傍聴定員 先着5人
子どもわかもの課少年センター☎366－
7464

戸定邸保存活用審議会
2/20㈭14時から 戸定邸使者の間

傍聴定員先着6人（13時50分まで受け付
け） 戸定歴史館☎362－2050

同オフィス
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子宮頸がん検診を実施します（要申込）。2/3㈪中央保健福祉センター、2/6㈭東部スポーツパーク、2/7㈮新松戸市民センター　 電話で健康推進課☎366－7487へ



　障害者虐待防止法と差別解消法を学び、「障害」に対する理解を深めま
せんか。
日時2月22日㈯14時～16時（13時30分開場）　
会場流通経済大学新松戸キャンパス講堂（JR新松戸駅
下車）　定員先着700人　費用無料　※手話通訳・要約
筆記あり。　※駐車場はありません。公共交通機関など
をご利用ください。
 当日会場で　
※障害を理由とした座席などの配慮を必要とする人は、2月14日㈮まで
に電話・FAX・Eメールで障害福祉課☎366－7348、 366－7613、

mcshougaihukushi@city.matsudo.chiba.jpにご連絡ください。

地域のみんなで災害時の助け合いや自分の身を守る方法を学ぼう！

2月15日㈯ 9時～14時〔雨天時は一部決行〕　会場同校校庭
問松戸まちづくり会議・堀尾☎090－6000－6653
　文化観光国際課☎366－7327

斉藤りえ氏

給付の種類
納付された皆さんのお金は、以下の年金
に使われます

問国民年金課☎366－7352

老齢基礎年金
対象原則65歳以上
給付条件原則として、10年以上（免除期間
などを含む）国民年金保険料を納めた受給
資格がある人
2019（令和元）年度年金額780,100円　
※保険料を40年間納めた場合。

障害基礎年金
対象国民年金加入者または60歳以上65歳
未満と20歳未満の未加入者
支給条件病気やけがにより、政令で定めら
れた1級・2級の障害の状態になった人　
※保険料の納付要件があります。
2019（令和元）年度年金額1級975,125円、
2級780,100円

遺族基礎年金
対象国民年金加入者に生計を維持されてい
た、18歳未満（1級・2級の障害がある場合
は20歳未満）の子がいる配偶者（または子
本人）
支給条件国民年金加入者が亡くなった場合
※保険料の納付要件や所得制限などがあり
　ます。
2019（令和元）年度年金額1,004,600円

（子が1人いる配偶者の場合）
※他にも、寡婦年金や死亡一時金の制度が
　あります。

種類 対象 加入手続きの場所 保険料の納付方法

第1号
被保険者 自営業者・学生・無職の人など

住所地の国民年金担当課窓口
※海外に転出する場合も手続き
　が必要です。

下記の「第1号被保険者の納付方法」
をご覧ください

第2号
被保険者

会社員や公務員などの厚生年金
に加入している人 勤務先（厚生年金と同時に加入） 給料から天引き

第3号
被保険者

第2号被保険者に扶養されている
20歳以上60歳未満の配偶者 第2号被保険者（配偶者）の勤務先 個人で納付の必要なし（第2号被保険

者が加入する年金制度で負担）

　国民年金は、お互いに老後の生活を支え合い、万が一加入期間中に障
害の状態になった場合にも、その後の生活を支える制度です。日本在住の
20歳以上60歳未満の人（外国人を含む）は、加入が義務付けられています。

あなたの未来を支える国民年金

第1号被保険者の納付方法
　銀行・郵便局・コンビニエンスストアでの納付書による直
接納付以外に、口座振替・クレジットカードでの納付や電子納
付があります。
※ 国民年金保険料額は、2019（令和元）年度は月額16,410

円で、全額が社会保険料控除の対象です。社会保険料控除
証明書は、毎年11月上旬に日本年金機構から郵送されます。

※ 第1号被保険者に限り、将来の年金を多く受け取りたい場
合は、月額400円の付加保険料を納めることができます（国
民年金基金加入者を除く）。

お得な2年前納（口座振替）をご利用
ください
　2月28日㈮〔郵送の場合は必着〕までに
申し込むと、2020（令和2）年4月から利
用できます。
2019（令和元）年度割引額15,760円
※2年未満の前納制度や、口座振替早割

制度など、他にも割引制度があります。
問松戸年金事務所☎345－5517

※失業を理由とする場合は、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失
　確認通知書などが必要です。雇用保険未加入などにより入手できない場合はご相談ください。

免除の種類 対象者
一般免除（全額・4分の3・半額・4分の1）本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準額以下の人
納付猶予 50歳未満の本人・配偶者の前年所得が一定基準額以下の人
学生納付特例 学生で前年所得が一定基準額以下の人

法定免除 ◦生活保護受給者
◦障害基礎年金1級・2級を受けている人など

産前産後免除 第1号被保険者で、出産日が2019（平成31）年2月1日以降の人

アルファ米・豚汁の炊き出しもあるよ！

「筆談ホステス」斉藤りえ氏講演！

障害者権利擁護講演会 

松戸駅周辺地域 
防災フェスタ in 中部小学校

起震車での地震体験 避難所マンホールトイレの組み立て
消防訓練 避難訓練 応急救護訓練（AED・心肺蘇生法）

消防服の着衣体験

北千葉道路（市川市～船橋市）の
都市計画変更・環境アセスメント手続きが

進められています
　市川市と成田市を結ぶ一般国道464号北千葉道路（約
43km）のうち、市川市～船橋市間（約15km）の事業化に向け
て、千葉県が行っている手続きの縦覧や説明会を開催します。
※詳細は県ホームページをご覧ください。

都市計画変更案の縦覧（①都市計画道路1・3・2号と1・3・
3号の決定、3・1・3号と3・1・4号の変更②都市計画道路3・
4・41号の決定、3・3・7号と3・4・20号の変更 ）

期間①2月4日㈫～3月3日㈫（平日のみ）②2月4日㈫～18日㈫（平日のみ）
縦覧場所市都市計画課（①は県都市計画課でも縦覧可）　意見書の提出方
法①3月17日㈫②2月18日㈫〔消印有効〕までに、直接または郵送で住所・
氏名・電話番号・意見を〒271－8588松戸市役所　都市計画課へ
問①県都市計画課☎043－223－3376、②市都市計画課☎366－7372

環境影響評価準備書の縦覧 、説明会・パネル展示
縦覧 期間2月4日㈫～3月3日㈫（平日のみ）　縦覧場所県都市計画課、市
都市計画課　意見書の提出方法3月17日㈫〔消印有効 〕までに、直接また
は郵送で県都市計画課へ
説明会・パネル展示 日時2月15日㈯13時30分～18時30分　※説明会は
16時から（15時30分から受け付け）。それ以外の時間はパネル展示。
会場東部市民センター　
問県都市計画課☎043－223－3376（内容）、市都市計画課☎366－
　7372（会場）

成田市

市川市～鎌ケ谷市 約9km

新空港自動車
道

未整備区間未整備区間

新空港 IC新空港 IC

成田国際空港

成田 IC成田 IC成田 JCT成田 JCT

東
関
東
自動

車道

408

464

16

51

6

16
295

千葉県が都市計画変更・環境アセスメント手続きを
行っている区間（市川市～船橋市）

千葉県が都市計画変更・環境アセスメント手続きを
行っている区間（市川市～船橋市）

有料道路
国道

西印旛沼

北印旛沼

三郷南IC三郷南IC

松戸 IC松戸 IC

市川北 IC市川北 IC
（仮称）北千葉JCT（仮称）北千葉JCT

鎌ケ谷市～印西市 約19.7km 印西市～成田市 約13.5km
開通済区間（暫定供用含む）開通済区間（暫定供用含む）

開通済約6km
（一部暫定2車線）
開通済約6km

（一部暫定2車線）

事業中区間事業中区間

北千葉道路 全長 約43km北千葉道路 全長 約43km

印西市

白井市

船橋市市川市

松戸市

柏市

八千代市

鎌ケ谷市

印
西
市
若
萩

成
田
市
船
形

成
田
市
船
形

成
田
市

押
畑
成
田
市

押
畑

東
京
外
か
く
環
状
道
路

2019年3月
開通約3.8km

（暫定2車線）

2019年3月
開通約3.8km

（暫定2車線）

県ホームページ

加入方法は3パターン

免除を受けられる場合 問松戸年金事務所☎345－5517
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広報まつどは色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいよう、



2月6日㈭・7日㈮・11日㈷・27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歳くらいの子と保護者

小さい子のためのおはなし会
2月7日㈮10時～12時　
会場子ども読書推進センター　
内容進級・進学の本＆まとめ
対象小学校で読み聞かせ活動をしている人
定員先着50人　
 電話で子ども読書推進センター☎331－0077へ

小学校での読み聞かせ講座 要申込

時間15時30分～16時　
対象幼児～小学生と保護者

日程 会場
2/14㈮ 明市民センター
2/18㈫ 小金原市民センター
2/19㈬ 東部スポーツパーク
2/21㈮ 五香市民センター
2/27㈭ 和名ケ谷スポーツセンター（分館内）
2/28㈮ 新松戸市民センター

市民センターおはなし会

2月14日㈮10時30分～11時10分
会場子ども読書推進センター　
対象0歳～3歳くらいの子と保護者

親子絵本講座

対象0歳～3歳くらいの子と保護者

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〜
日時 会場（駐車場はありません）

2/18㈫11:00～11:30 チェリッシュ・サポート・システム（野菊野こども園内）
2/21㈮10:30～11:00 CMS子育て支援センター（六高台保育園内）
2/26㈬10:30～11:00 ほっとるーむ新松戸
2/27㈭10:30～11:00 矢切公民館
2/28㈮10:30～11:00 常盤平児童福祉館
2/28㈮11:20～11:50 根木内こども館

子ども読書推進センターからのお知らせ  共 通  費用無料　  子ども読書推進センター☎331－0077

音楽との出会い
～松戸で育んだ道～ 要申込

子育て応援フォーラム

小学校家庭教育学級合同閉級式・
家庭教育講演会

造形講座「杉戸絵に挑戦しよう！」

「旧齋藤邸」を描こう！

「旧齋藤邸」で写真撮影してみよう！

季節のミニコンサート春
春を誘う弦の旋律～弦楽四重奏～

吊
つ

るし雛
び な

展示

古民家「旧齋藤邸」で春の訪れを満喫

市民会館プラネタリウム室
NAOKO SPACE PLANETARIUM

問同館☎368－12372月の番組
投影日2月の土・日曜、祝・休日　定員各先着80人　
費用各50円（65歳以上、中学生以下、障害者手帳等を持
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、同館2階で受け付け

　松戸市出身でシンガー・ソングライターと
して活躍中の坂本タクヤ氏が、音楽との出
会いやこれまでの活動についてお話ししま
す。
日時2月14日㈮10時30分～12時（10時開場）　
会場市民劇場　定員先着300人　費用無料
 電話で生涯学習推進課☎367－7810へ

2月29日㈯13時30分～15時
会場聖徳大学10号館（松戸駅下車）　講師①あいち小児保
健医療総合センター 医師・大林浩明氏②総合医療センター
医師・中村好孝　定員先着200人　費用無料　
※一時保育あり（FAXに子どもの氏名・年齢・性別、住所、
電話番号、当日連絡可能な電話番号を記入して、松戸市医
師会 365－4915へ要申込）。
問同会☎368－2255

2月19日㈬ 10時30分から　
※終了後各自解散。最終は15時まで。
内容杉板に日本画の絵の具を使って杉戸絵を制作します。
講師日本画家・泉晴

せ い こ う

行氏 　定員先着15人　持ち物昼食、飲み物　費用500円
  2月14日㈮までに、電話で同課☎366－7462へ

2月22日㈯、3月5日㈭・19日㈭ 各10時30分から
※終了後各自解散。最終は15時まで。
内容旧齋藤邸を描画の場として公開。日本画家・泉晴行氏が初心者をサポート
します。　定員各先着15人（複数日参加可）　持ち物画材一式　費用無料
 電話で同課☎366－7462へ

2月28日㈮、3月12日㈭
各10時30分から　
※終了後各自解散。最終は15時まで。
定員各先着15人（複数日参加可）
持ち物撮影機材　費用無料
 電話で同課☎366－7462へ

2月29日㈯
11時～12時（10時30分開場）
演奏者松戸シティフィルハーモニー弦楽四重奏団
定員先着40人　費用無料
 電話で同課☎366－7462へ

3月1日㈰～4日㈬
各10時～16時
費用無料

会場旧齋藤邸（紙敷588）　開館時間10時～16時
問社会教育課☎366－7462

 
オリオン座のおはなし
13 時 30 分、14 時 30 分

（各20分）
内容星と星座にまつわる
子ども向けのやさしい話

見えるかな？“布
め ら ぼ し

良星”～星の和名～
10時30分（文字解説付き）、15時30分（各40分）
内容真冬にだけ見えるりゅうこつ座の1等星カノープスは、
千葉県内では「布良星」と呼ばれています。その見つけ方や
由来などを紹介します。

坂本タクヤ氏

①学校・保育所・幼稚園での食物アレルギーの対応
②誤って食べてしまったときの救急対応
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カラーユニバーサルデザインに配慮して作成しています。　問広報広聴課（広報担当）☎366－7320



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付・相談窓口は、
　広報広聴課広聴担当室（☎366－1162）です。

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 ㈪～㈮

8:30～17:00 高齢者支援課☎366－1100

9:00～16:30
高齢者
いきい
き安心
センタ
ー内

明第1☎080－3315－9158
五香松飛台☎080－3315－9185
小金原☎080－3314－7334

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

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

ふれあい相談室
（予約優先） 9:00～17:00 ふれあい22（3階）※訪問可

☎388－6222・6225
388－6222

障害がある人や
事業主からの就労相談

（予約制）
㈪～㈮ 9:00～17:00 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（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（予約制）

㈫㈮（祝日の場
合は前日） 9:00～17:00 NPO成年後見センターしぐなるあいず☎702－7868

労働相談 ㈪㈭
（第3㈭を除く） 17:00～20:00 勤労会館

商工振興課
☎711－6377

経営相談（起業を含む）
（予約制） ㈪～㈮ 9:00～17:00 松戸商工会議所会館 松戸商工会議所☎364－3111
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 （社福）松戸市社会福祉協議会
（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 教育研究所（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）

㈫㈬㈭
（月末日を除く）10:00～15:00 ゆうまつど（2階）

男女共同参画課
☎364－8778

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・税務・登記
相談の予約は、相談
日の1カ月前から

広報広聴課広聴担
当室
（予約）☎366－1162
（一般民事相談専用）
☎366－7319
※一般民事相談は
金銭・身の上・相続
等の簡単な法解釈
を要する相談
行政書士相談事務
所・初見（予約専用）
☎316－1950（㈪
～㈮9時～17時）

法律相談（随時予約）

第1㈪   9:00～12:00
第2・3㈪
第1・3・4㈫

㈭
13:00～17:00

交通事故相談 ㈪㈫㈭ 9:00～17:00★
行政相談 第2㈪ 13:00～16:00

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.
※

Thu, Fri 10:00～13:00
1st&3rd Tue   9:00～12:00

中文 Chinese
星期一・二・三 10:00～13:00
星期四・五 13:00～16:00
第1・3星期二   9:00～12:00

Tagalog・Filipino
4th Tue   9:00～12:00
Thu 10:00～13:00

Vietnamese 4th Fri 13:00～16:00

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

人権相談
※人権相談は法務局松戸
支局でも行っています

㈭   9:00～12:00 行政経営課相談コーナー
行政経営課
☎366－7311
法務局人権ダイヤル
☎0570－ 003－
110（㈪～㈮ 8時
30分～17時15分）

第1㈫

10:00～15:00★

六実支所
第1㈭ 小金原市民センター
第1㈮ 新松戸市民センター
第2㈮ ふれあい22

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

※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等）を案内〕。

救急医療体制 ※かかりつけ医・薬局をもちましょう。
テレホン
案内サービス☎366－0010

総合医療センター皮膚科外来は、2月17日㈪に休診します
問同センター☎712－2511（代表）

介護者の集い 
2月15日㈯10時～11時30分　会場笑顔のおうちクリニック松戸（栄町西
3の1048の1）　対象介護をしている人（介護を受けている人の同伴可）　
費用無料
 当日会場で
問明第2西高齢者いきいき安心センター☎382－5707

地域連携医療セミナー
2月16日㈰①10時～11時②14時～15時　会場常盤平市民センター　
内容①糖尿病と向き合って、元気でいきいきと過ごすコツ②がんになって
も、元気で過ごす～進歩したがん治療～　講師総合医療センター①地域医
療連携局長②化学療法内科部長　定員各先着100人　費用無料
問総合医療センター地域連携課☎712－0551、 712－2573

認知症サポーター養成講座 要申込
2月19日㈬10時～11時30分　会場笑顔のおうちクリニック松戸（栄町西
3の1048の1）　定員先着30人　費用無料
2月14日㈮までに、電話で明第2西高齢者いきいき安心センター☎382

－5707へ

患者サロン①オストメイトの集い②がん患者・家族「集い
の場」 要申込
2月19日㈬①10時30分～12時②13時30分～15時30分　会場総合医療
センター8階特別カンファレンス室（1階総合案内で入館証を受け取ってく
ださい）　内容フリートーキング　定員各先着15人　費用無料
電話またはFAXで同センターがん診療対策室☎712－2511（内線

1025）、 712－2573へ

脳トレ・運動サークル体験会〔全2回〕 要申込
2月19日㈬、3月18日㈬各13時15分～15時30分　会場常盤平体育館
対象65歳以上　定員20人（抽選）　費用無料
電話で常盤平高齢者いきいき安心センター☎330－6150へ

家庭向け介護講習会「ボディメカニクス～小さな力で大きな
効果を得る～」 要申込
2月21日㈮14時～15時30分　会場シニア交流センター　定員先着15人
費用無料　※動きやすい服装でお越しください。
電話で馬橋西高齢者いきいき安心センター☎711－9430へ

健康塾「健康寿命をのばそう～フレイルチェックをしましょ
う～」 要申込
2月26日㈬14時30分～16時　会場東松戸病院2階大会議室　講師同病院
理学療法士・言語聴覚士　定員先着60人　費用無料　※動きやすい服装
でお越しください。
電話で同病院保健福祉医療室☎391－5500へ

介護予防体操教室 要申込
4月から9月までの原則第1・3月曜、第2水曜　会場古ケ崎市民センター　
対象樋野口・古ケ崎・栄町・栄町西地域在住で、医師から運動を禁止されて
いない65歳以上　定員30人（抽選、初参加者優先）　費用無料
2月25日㈫〔消印有効〕までに、往復はがきに住所・氏名（ふりがな）・

年齢・性別・電話番号を記入して〒271－0061松戸市栄町西3の991の15
明第2西高齢者いきいき安心センター（☎382－5707）へ

平日16時30分～翌日9時　
休日と土曜9時～翌日9時

まつど健康マイレージ付与…
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◆藤間流日本舞踊 亀志穂の会
おさらい会
2/1㈯12:30　 藤間☎385－
8915
◆松戸市子ども夢フォーラム
2/8㈯13:00　 子どもわかもの
課☎366－7464
◆松戸学院音楽教室発表会
2/9㈰10:30、14:00、17:30
同教室☎090－7408－3920

◆石井希
き え

衣フルートリサイタル ★
2/13㈭19:00　 同実行委員会
☎04－7173－5256
◆外国人日本語スピーチコンテ
スト
2/15㈯13:00　 （公財）松戸市
国際交流協会☎366－7310
◆鴇

と き た

田由紀子手づくり音楽会
2020 5つの和
2/16㈰13:00　 鴇田☎392－
3461

◆ミュージカル「ピーター・パン」
2/24㉁12:00　 劇団ひょっこ
☆ひょっこ☎360－1885
◆松元ヒロソロライブ in 松戸 ★
2/26㈬18:30　 NPO子どもっ
とまつど☎344－2272（申込制）
◆松戸童謡の会 童謡を歌う（月例
会） ★
2/28㈮13:55　 鈴木☎343－
6631

◆歌って健康！歌声コンサート
3/13㈮13:00　会場小ホール
費用全席自由2,000円（前売り
1,500円）　※車椅子などで介助を
要する人の付添人は1人のみ半額

◆バトンパスコンサート松戸公演
Vol.3　新進気鋭のアーティスト
が人から人へつなぐコンサートシ
リーズ
3/28㈯19:15　会場小ホール
費用全席自由2,800円、 学生
1,800円　※未就学児は親子室
にご案内　※小学生以下無料
◆歌って健康 歌声男子の歌声コ
ンサート
4/14㈫13:00　会場市民劇場
費用全席自由2,000円（前売り
1,500円）　※車椅子などで介助を
要する人の付添人は1人のみ半額
◆島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー
2020 35周年記念コンサート
5/16㈯13:00　会場大ホール
費用全席指定S席6,800円　※未
就学児入場不可

◆①体幹美Body②ヨガ
①2/3㈪・17㈪・24㉁各11:10～
12:00②2月の㈮15:00～16:30
会場柿ノ木台公園体育館　対象
18歳以上　定員各先着30人　
費用各500円　 同体育館☎
331－1131

  森のホール21　今月の催し物　　 ☎384－5050
大ホール 舞台設備の大規模修繕のため、2月の催し物はありません。小ホール

◆①骨盤ヨガ②ボールDEリズム
2月 の ① ㈪ 9:30～10:30②
2/4㈫・11㈷・18㈫各13:30～
14:30　会場常盤平体育館　対
象18歳以上　定員各先着30人
費用各500円　 同体育館☎
386－0111
◆①ピラティス&ヨガ②やさしい
ヨガ
2月の①㈪10:00～10:50②㈬
11:10～12:00　会場小金原体育
館　対象18歳以上　定員各先着
30人　費用各500円　 同体育
館☎341－2242
●軽スポーツ教室（カローリング、
ボッチャ）
2/8㈯9:00～12:00　会場北部
小学校　対象小学生以上　 星
☎369－2412
●軽スポーツ教室（カローリング、
バドミントン他）、グラウンド・ゴル
フ教室
2/15㈯9:00～12:00　会場稔
台小学校　 髙橋☎363－3064

●ヘルスバレーボール、ボッチャ
教室
2/15㈯19:00～21:00　会場東部
スポーツパーク体育館　 岩下
☎090－5531－8004
●カローリング、ボッチャ、卓球
教室
2/16㈰9:00～12:00　会場小金
南中学校　対象市内在住の小学
生以上　 堀☎344－1735
●ファミリースポーツ教室
2/16㈰9:00～12:00　会場新松
戸西小学校　 宮崎☎346－
4327
●バドミントン教室
2/16㈰・23㈷各9:00～12:00
会場高木第二小学校　 明

みょうどう

道☎
090－9835－1187
●グラウンド・ゴルフ教室
2/16㈰9:00～13:00　会場新
松戸中央公園　 矢野☎090－
3107－0348
●楽しい体操とカローリング教室
2/16㈰9:30～13:00　会場八
ケ崎市民センター　定員先着20
人　 倉澤☎347－5314

プレママ教室
①2/2㈰②2/23㈷③3/15㈰④3/29

㈰各13時30分～15時30分 ①～③新
松戸市民センター④金ケ作熊野神社（新
京成常盤平駅下車） 妊娠20週～32週
の人（パートナー同伴可） 各先着15組
各1人500円 電話でぶぶぶママ大学・

佐々木☎080－6661－1966へ
●健康体操教室（ストレッチ、リズム体操
など）
2/3㈪・17㈪各9時20分～10時50分
小金原体育館 50歳以上の女性 各

500円 電話で健康体操ひまわり・田中
☎385－5614へ
●健康麻雀見学・体験会
㈪㈬㈭㈮12時～17時 健康麻雀サー

クルひまわりの会（JR新八柱駅下車）
中級者以上 電話で同会・小林☎070－
6436－3577（昼間のみ）へ
●健康体操ポルカ体験講習会
2/3㈪13時～14時30分 市民交流

会館（体育施設） 50歳以上の女性 先
着10人 500円 電話でポルカ・河

こ う の

野☎
342－6228へ
●体操無料体験教室（ストレッチ、リズム
体操など）
2/4㈫・11㈷・18㈫各13時～15時

柿ノ木台公園体育館 50歳以上 各先
着5人 電話で活

い

き活
い

き体操クラブ・関☎
361－2637へ
●郷土の民謡を三味線と尺八に合わせて
唄
うた

う会〔全3回〕
2/4㈫・11㈷・18㈫各18時～20時30

分 新松戸市民センター 民謡の歌本
1,000円 電話で峻

しゅんようかい

耀会上本郷民謡愛
好会・野口☎364－3050へ
●健康体操体験教室（ストレッチ、リズム体
操など）
2月の㈬9時20分～10時50分 小金

原体育館 50歳以上の女性 各500円
電話で健康体操さざんか・加藤☎342

－8095へ
◆お祭囃

ば や し

子・篠
し の ぶ え

笛・神
か ぐ ら

楽・獅子舞見学会
①2/6㈭・27㈭各14時～16時②2/8

㈯18時～20時 ①六実第二小学校②六
実市民センター 電話で五香六実お囃子
の会・白石☎387－1522へ

●家庭教育講座①親と子の心にひびく家
庭教育②子どもの考える力育てています
か？
①2/7㈮②3/3㈫各10時～12時 市

民会館 各100円 松戸家庭教育研究
会・加藤☎080－5426－3133
●ワルツ＆ルンバ講習会
2月の㈮19時～21時 馬橋市民セン

ター ダンスシューズ 各1,000円 電
話でダンスクラブ金曜会・野口☎364－
3050へ
●やさしい囲碁（入門～上級）〔全4回〕
2/8㈯・15㈯・22㈯・29㈯各13時30

分～17時 日本棋院松戸生涯学習支
部（新京成五香駅下車） 2,000円 電
話で同支部入門サークル・岩島☎388－
3022へ
◆まつど発達支援フェア
2/9㈰13時～16時 ふれあい22 体

験型ワークショップ、展示他 NPOこど
も子育て・発達支援研究会☎703－7936
◆健康長寿のための食生活（講義・調理
実習）
2/12㈬9時50分～12時 中央保健福

祉センター 先着30人 500円 電話
でNPO人材パワーアップセンター認知症
予防の会・岩橋☎364－8820へ
“ことば”でつかむ笑顔の人生・ワー

クショップ
2/12㈬13時～15時 常盤平市民セ

ンター 先着15人 500円 電話で
介護・認知症の家族と歩む会・松戸・北川
☎090－5509－5398へ
◆税理士税務無料相談会
2/13㈭・27㈭、3/12㈭各10時～15

時 松戸商工会議所（松戸駅下車） 電
話で千葉県税理士会松戸支部☎366－
2174へ
●人に好かれる話し方「公開講座」〔全2回〕
2/13㈭・27㈭各18時15分～20時30

分 市民会館 500円 2/10㈪まで
に、電話で実践話し方研究会・田中☎
090－4374－3931（昼間のみ）へ
◆パソコンお困り解決相談会
第2～4㈮10時30分～12時30分、13

時30分～15時30分 コミュニティサロ
ン胡

く る み

桃（JR新松戸駅下車） 各先着5人
各800円（会員500円） 電話でぱそこ

ん119☎090－4428－8931へ

●健康マージャン無料体験会
2/14㈮①10時30分～12時②14時

～16時 松戸駅周辺の麻雀店 ①初心
者②経験者 各先着20人 電話で健康
麻雀サークル笑

え ご こ ろ

心・石井☎070－6465－
4181へ
◆講演会「当事者とのコミュニケーション
の取り方」
2/15㈯13時30分～15時30分 常

盤平市民センター 先着80人 電話で
NPO土曜会☎385－7070へ

野良猫解決相談会「屋外猫繁殖抑制
講座～これで確実に解決！皆で松戸市の
環境を考えよう！～」
①2/19㈬②3/11㈬各14時～17時
①二十世紀が丘②五香各市民センター
各先着20人 松戸地域猫スタートサ

ポート・川野☎080－3405－8986
●松戸市パークゴルフ大会
2/22㈯8時30分～12時30分 オス

カーパークゴルフ公園船橋コース 36
ホールストロークプレー 市内在住の10
歳以上 1,700円（会員1,600円） 電話
で松戸市パークゴルフ協会・桜井☎090
－2409－4671へ
●松元ヒロソロライブ in 松戸
2/26㈬18時30分～20時30分 市民

劇場 2,500円（前売り2,300円）、ペア
4,000円（前売りのみ） 電話でNPO子ど
もっとまつど☎344－2272（㈪㈬㈮10時
～16時）へ

◆けん玉教室（指導と段・級認定）
2/22㈯14時～16時 六実市民セン

ター 電話で昔のあそびと遊ぼう会・
白石☎387－1522へ
●市民ボウリング大会（個人4ゲーム）
2/23㈷10時受け付け ときわ平ボウ

リングセンター（新京成常盤平駅下車）
小学生以上 先着56人 2,500円

（高校生以下2,000円） 2/14㈮までに、
費用を添えて市内各ボウリング場へ 松
戸市ボウリング協会・上田☎090－3207
－4623
「松

まつおん

音ハッピーコンサート」音楽を楽
しんで繋

つな

げよう地域の輪
わ

・和
わ

・話
わ

3/1㈰13時30分～16時 矢切公民館
ピアノ・三味線他 松戸音楽活動同好

会・武石☎090－9686－6793
◆オストメイト（人工肛門・人工膀

ぼうこう

胱造設
者）社会適応訓練講習会
3/14㈯13時～16時 野田市役所

8階大会議室 先着80人 電話で（公
社）日本オストミー協会千葉県支部☎043
－309－7571（㈪㈫㈮10時～16時）へ
●小金オープンスクール①篆

てんこく

刻講座②ビ
オトープ講座
3/28㈯①10時～12時②13時～17

時 小金高校 上履き、筆記用具 ①
800円②300円（高校生以下①600円
②100円） 3/14㈯までに、往復はがき
で同実行委員会・室

むろさき

﨑（☎080－4131－
0850）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、 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

会場同センター温水プール　対象18歳以上　
費用温水プール入場料（1時間310円、以降30分ごとに150円）
問同センター☎391－5990

教室名 開催日時（祝・休日を除く）
水中ウオーキング（20分）＆
アクアビクス（30分） 月曜11:00～11:50

水中ウオーキング 火曜10:00～10:30
水中コンディショニング
（水中エクササイズ） 火曜14:00～14:40

アクアビクス
水曜10:00～10:40、11:00～11:40
（連続参加不可）
土曜19:00～19:40

エンジョイスイミング 木曜11:00～11:50
バタフライ集中コース 金曜14:00～14:50

和名ケ谷スポーツセンター  プール教室プール教室

森のホール21 チケットセンター
☎384－3331
受付時間…10:00～19:00
休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、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/

市民会館
☎368－1237

※屋外避難階段改修工事のため、3月
13日㈮まで休館します。

市民劇場
☎368－0070   ★は有料

休館日…月曜（祝・休日の場合は開館
し、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。

※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。
※申し込みは当日会場で。
※●はスポーツ推進委員主催
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※住民基本台帳の登録数に基づき集計した人口です。

人口 498,473 人 〔 58 〕 男 248,158 人〔 27〕
世帯 240,518 世帯 〔 193 〕 女 250,315 人〔 31〕

103

8

　利用期限を過ぎた商品券は無効になります。払い戻しはできませんので
ご注意ください。

2月16日㈰ 9時15分市役所駐車場入口前集合、15時解散
内容市内の畑で矢切ねぎを収穫後、調理をして、食事会でフリートーク　対象25歳から
43歳までの独身で、農業に興味がある人　定員男女各先着13人　費用男性2,000円、
女性1,000円　

 2月11日㈷までに、FAXまたはEメールに件名「第6回畑婚収穫体験ツアー」・住所・氏名
（ふりがな）・性別・生年月日・年齢・職業・趣味などの簡単なプロフィール・昼間連絡可
能な電話番号を記入して、NPOクリエイティブまつど工房 713－0530、 eno55@
ebony.plala.or.jp（☎090－8946－9554）へ　※本人からの申し込みに限ります。

市外から転入してきた人へ

交換期限  郵送=2月14日㈮〔必着〕　窓口=2月28日㈮
上記交換期限までに、直接または郵送で転入前の購入引換券・本人確認書類（郵送の場合

は写しに電話番号を記入）を、〒271－8588松戸市役所　プレミアム付商品券事業担当室（新
館9階）へ
問松戸市プレミアム付商品券コールセンター☎711－5580

松戸市プレミアム付商品券の
購入・利用期限は 3月1日㈰です

矢切ねぎ収穫体験ツアー
参加者募集

畑婚

3月1日㈰13時～15時
会場青少年会館　内容しつけのデモンストレーション、講演、モデル犬
によるしつけ体験　講師千葉県動物保護管理協会・石田輝子氏　
対象市内在住　※犬を飼っている場合は、犬の登録と2019（令和元）
年度狂犬病予防注射済票の交付を受けていることが条件です（接種していない場合はご相談
ください）。　定員先着50人　※犬の同伴は不可。

2月28日㈮までに、電話またはEメールに参加者全員の氏名・住所・電話番号、犬の名前・
種類を記入して、環境保全課環境衛生係☎366－7336、 mckanhozen@city.matsudo.
chiba.jpへ　※定員に満たない場合は、当日参加可。

これだけはおさえたい
しつけの3点セット犬のしつけ教室

松戸のブランド野菜「矢切ねぎ」の収穫体験と
新しい出会いを楽しみませんか

　正解1,395通（応募1,398通）の中から抽選を行い、各
賞の当選者に賞品を発送しました。
　当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていた
だきます。たくさんのご応募ありがとうございました。

広報まつど1月1日号 新春クロスワードパズル正解発表！ 問広報広聴課☎366－7320

正解「くるまいす」
でした

（カタカナ・漢字でも正解です）

カクニャン

転入前の市区町村で交付された購入引換券は、松戸市
の購入引換券と交換する手続きが必要です

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 !
直接またはＥメールに写真データ（本人のみ）、件名・住所・氏名(ふりがな)・名字掲載希望の有無・生年月・

電話番号・コメント50字以内・市ホームページ掲載希望の有無を記入して、広報広聴課 mckouhou@
city.matsudo.chiba.jp（☎366－7320）へ

2018（平成30）年3月生
たくさん食べて、すくすく
元気に育ってね！

2019（平成31）年3月生
冷静沈着、空気を読んでくれる
次男坊。年子のお兄ちゃんとの
やりとりが楽しみです。

2019（令和元）年7月生
名前を逢虹と決めたら2時22分の
虹が出た日に誕生。生まれてきてく
れてありがとう！毎日一緒だよ！

杉す
ぎ
う
ら浦

逢あ

こ虹
ち
ゃ
ん

大そ

ら空
ち
ゃ
ん

啓け
い
た太

ち
ゃ
ん

東京2020大会に向けたルーマニア、ドミニカ共和国
とのホストタウン交流情報や、本市の取り組み・関連
情報などを発信します。

　　　バレーボール ドミニカ共和国女子代表
　　　チームが東京2020大会の出場権を獲得！
　昨年日本で行われた「FIVBバレーボールワールドカップ
2019」で活躍した同国の女子代表チームが、東京2020
オリンピック北中米大陸予選で見事優勝しました。
　市と同国バレーボー
ル競技連盟は、「事前
キャンプ実施等に関す
る覚書」を取り交わし
ています。みんなで応援
しましょう！

問東京オリンピック・パラリンピック推進課☎710－3081

ドミニカ共和国×松戸市×ルーマニア

　市では、子どもや高齢者、障害者など全ての市民の皆
さんが共に助け合う社会「地域共生社会」の構築が重要
だと考えています。今回は、その実現に向け、市が行っ
ている取り組みの一部を紹介します。
　手話の普及・啓発を図るため、昨年12月に「松戸市手
話言語条例」を制定しました。手話は、手指の動きや顔
の表情で視覚的に表現する言語ですが、これまでの社会
において手話が「言語」だという認識が十分にされてい
ませんでした。この条例は、手話が言語であるとの認識
のもと、誰もが手話でコミュニケーションを図る権利が
あり、その権利を尊重することを基本理念としていま
す。重点的に取り組むべき施策として、子どもたちに学
校などで手話に触れる機会を提供することや、医療機関
に対して手話を使用しやすい環境づくりのための啓発
をすること、緊急時や災害時に聴覚障害者が情報を取得
するため、また、コミュニケーションを図るために必要
な支援をすることを明記しています。条例の制定にあ
たっては、関係団体と協議を重ねてきましたが、今後も
要望や意見を伺いながら、手話に対する理解と普及に関
する施策を推進していきます。
　1月17日にヤマト運輸㈱、ヤマトホームコンビニエン
ス㈱、松戸警察署、松戸東警察署、松戸市の5者で「地域
共創社会の実現に向けた連携に関する協定」を締結しま
した。この協定は、市が目指す「地域共生社会」の推進に
向けた施策にヤマトグループが共感し、地域貢献の一環
としてご協力いただいたもので、全国でも珍しい官民一
体の取り組みです。具体的には、ヤマトグループが地域
の方々の生活をより快適にするため、買い物支援や家事
サポートを行う「ネコサポステーションテラスモール松
戸店」を活用して、市政・防犯・交通安全に関する情報
発信とイベント・講座などを実施していきます。今後も
5者がそれぞれの強みを活

い

かしながら、市民の皆さんが
地域で安全・安心に暮らし続けられるようにするための
取り組みを進めていきます。

地域共生社会の実現に向けて

　市民の皆さんの声を直接お聞きするため、市長専用のFAX（
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
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