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TEL�991-1898��(直通)�FAX�991-7681�※松伏町の市外局番は「048」です。

2　会田町長��3期目のスタート！
3　7月21日(日)は参議院議員通常選挙の投票日です

主な内容

松伏町のキャラクター
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町税の休日 ･夜間納税相談窓口
休日
夜間

7月28日(日)　午前9時から午後4時まで�
7月11日(木)　午後8時まで

町県民税 ･ 固定資産税 ･ 軽自動車税 ･ 国民健康保険税が納付できます

今月の納期限

役場�本庁舎
　1階�税務課

7月31日(水)
固定資産税2期･国民健康保険税1期
介護保険料1期･後期高齢者医療保険料1期･保育料7月分
下水道受益者負担金1期､3期､5期

納期限内に納付しましょう！

人気の「ハンギング講座」が開催されました【6月15日】
▶詳細は9ページ
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会 田 町 長
 　  3 期 目のスタート！

問合せ／子育て支援･児童福祉担当 991-1876

■日時／7月13日(土)午後1時30分～
■場所／田園ホール･エローラ
　　　　(中央公民館)
■内容／①表彰…善行賞･標語及び作文の優秀作品
　　　　②発表…作文の優秀作品
　　　　③ アトラクション…埼玉県立松伏高等学校合唱部
■主催／松伏町青少年健全育成協議会

「松伏町社会を明るくする町民の集い」を
 開催します

福祉健康課のお知らせ

「町民の声を大切に」
(就任あいさつ抜粋)

　松伏町にとって､これからの4年間は､大変､
節目の年でもあると思っております。
　松伏町には､町民3万人の人生があり､声があ
ります。
　私たちは､町民の皆様の喜びや悲しみの声を
しっかり受けとめて､町民の福祉の向上のため
に､初心を忘れず､職員一丸となってがんばる
覚悟です。

　6月1日の任期満了に伴う町長選挙が､5月14日に
告示され､現職の会田重雄町長のほかに立候補がな
く､無投票で再選されました。
　5月19日開催の選挙会にて､当選人が決定し､5月
21日に役場で選挙管理委員会岡田王春委員長から､
当選証書が付与されました。

　今回の選挙による任期は､6月2日から4年間とな
ります。
　松伏町長に再選された会田町長は､6月3日に初登
庁し､職員に対して次のとおり就任のあいさつを行
いました。

　次代を担う青少年が､心身ともに健
やかに成長することを願い､非行や犯
罪のない明るいまちづくりを推進する
ことを目的として開催されます。
　集いでは､地域社会で善い行いをし
た青少年に対し､善行賞を授与します。
　また､明るい家庭づくりや地域づく
り､いじめ､非行防止､人権問題など､青
少年健全育成をテーマに子どもたちが
書いた標語･作文の発表と表彰を行い
ます。
　皆さん､ぜひお越しください。

会 田 町 長
 　  3 期 目のスタート！
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選挙管理委員会のお知らせ 問合せ／松伏町選挙管理委員会(総務課内)
991-1893

7月21日(日)は
参議院議員通常選挙の投票日です

　７月28日任期満了に伴う参議院議員通常選挙が
執行されます。
■投票できる方
　 　次の要件をすべて満たし､松伏町の選挙人名簿
に登録された方。
　①  【年齢要件】平成5年7月22日以前に生まれた

日本国民の方
　②  【住所要件】平成25年4月3日までに松伏町に
住民登録(届け出)をし､引き続き3か月以上住ん
でいる方

■投票所入場整理券の送付
　 　入場整理券は､ハガキで世帯主あてに送付しま
す。中を開くと同一世帯4名までが連記されていま
すので､自分の入場整理券を切り離して､投票所に
持参してください。
　 　また､入場整理券が届かない場合や紛失した場
合でも､選挙人名簿に登録されている方は投票す
ることができますので､投票所の係員に申し出て
ください。

■期日前投票について
　 　仕事や旅行などのため投票日に投票できない方
は､「期日前投票」ができます。

　　期　間／ 7月5日(金)～7月20日(土)
　　時　間／午前8時30分～午後8時
　　場　所／役場第二庁舎 3階301会議室
　　持ち物／ 投票所入場整理券(未着の場合でも､投

票はできます。)

■不在者投票について
　 　身体に重度の障がいのある方(身体障害者手帳
･戦傷病者手帳を所持し､一定の要件を満たして
る方)や介護保険法の要介護者(要介護5)の方は
　 郵便などにより投票することができます。この制
度を利用するには､事前に「郵便等投票証明書」
の交付を受ける必要がありますので､お早めに選
挙管理委員会までお問い合わせください。

　 　また､都道府県の選挙管理委員会が指定した病
院に入院している方や､老人ホーム等に入所して
いる方は､その施設で「不在者投票」ができます。
お早めに各施設にお問い合せください。

■投票の方法
　 　投票用紙に候補者の個人名又は政党名を正しく
はっきりと書いて､投票箱に入れてください。
　 　▶埼玉県選出議員選挙
　　　候補者の個人名を投票用紙に記入
　 　▶比例代表選出議員選挙
　　　 候補者(名簿搭載者)の個人名又は政党名のい

ずれかを記入

■開票について
　 　開票は投票日当日に行います。参観を希望され
る方は､当日､会場にて受け付けしてください。
　　日時／ 7月21日(日)午後8時50分～
　　場所／松伏第二小学校体育館
　　※ 会場の都合により､入場者数を100名に制限

します。

■投票･開票速報(投票･開票率など)
　 　テレホンサービス及びインターネットサービス
を利用できます。
　＜テレホンサービス＞ 0180-994-131
　＜インターネットサービス＞
　　http://www.town.matsubushi.lg.jp/
　　▶投票速報　7月21日(日)午前9時頃～
　　▶開票速報　7月21日(日)午後10時10分頃～
　※ テレホンサービスについては､時間帯により
テープ入れ替えの影響から途中で切れることが
あります。

　　なお､携帯電話からはご利用できません。

＜投票時間：午前７時〜午後８時＞



広報まつぶし/平成25年7月/第530号4

住民ほけん課のお知らせ 問合せ／介護保険担当 991-1886

問合せ／高齢福祉担当 991-1884

　松伏町地域包括支援センターは､介護老人保健施設プルミエール内からふれあいセンターかがやきへ移
転しました。
　高齢者の方々が､住み慣れた地域で生活を継続することができるように､心身の健康の維持及び生活の
安定のために必要な援助､支援を包括的に行います。お気軽にご相談ください。

　介護保険制度は､介護を必要とする状態になっても自立した日常生活を営むことができるようにする公
的保険です。そのため､40歳以上の方に加入が義務付けられています。
　介護保険制度を運営するための財源は､介護サービスにかかる費用の10%が利用者の自己負担､残りの
90％ (介護給付費)は､国･県･町の公費と､40歳以上の方に納めていただく介護保険料です。
■第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料
　 　介護保険料は､市町村民税の課税状況や前年の収入･所得､4月1日現在の世帯状況等に応じて決定します。
　 　第1号被保険者の介護保険料の納付方法には､「普通徴収(納付書又は口座振替)」と「特別徴収(年金
天引き)」があります。
　 ▶普通徴収の方には､7月上旬に平成25年度分の納入通知書(納付書)を送付します。
　▶特別徴収の方には､9月上旬に特別徴収開始通知書(本徴収)を送付します。
■第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の介護保険料
　 　健康保険税(料)と一体で納めていただいており､保険料額は､加入している健康保険によって異なります。

平成25年度の保険料額が確定しました
　後期高齢者医療保険料は､被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と､被保険者の所得に応じて負担
する「所得割額」の合計額からなり､被保険者一人ひとりに課されます。

　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　＋　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　※1　保険料　上限55万円
　※2　 所得金額とは…収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除し､さらに基礎控除(33万円)

を控除した金額のことです。
　保険料の納付方法には､「普通徴収(納付書又は口座振替)」と「特別徴収(年金天引き)」があります。
■納付方法
　▶ 普通徴収の方には､7月中旬に平成25年度分の納入通知書(納付書)を送付します。
　▶ 特別徴収の方には､7月下旬に特別徴収開始通知書(本徴収)を送付します。
　　※ 年度途中に被保険者資格を取得された方は､一定期間､普通徴収後に特別徴収に変更されます。
　�　現在ご使用の後期高齢者医療被保険者証は､7月31日(水)で使用できなくなります。7月中旬に新しい
　保険証を個々の被保険者あてに､簡易書留で送付します。

所�得�割�額　所得金額×所得割率8.25％均�等�割�額���41,860円保　険　料

介護保険料納入通知書を送付します

7月1日から地域包括支援センターは､
ふれあいセンターかがやきへ

　　後期高齢者医療保険料納入通知書を
　送付します

※2※1

■�開所日／月曜日から土曜日
　 (日曜日､祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月

3日まで)は､閉所)

■開所時間／午前9時～午後5時　　
■住所／松伏町大字松伏357番地　　
■電話／ 992-2468
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問合せ／国保年金担当 991-1868

　国民健康保険税は､被保険者(加入者)一人ひとりが個別に納めるのでは
なく､世帯ごとにまとめて世帯主が納めます。なお､納税通知書を7月上旬
に送付します。

■普通徴収の納期限(年間8回)
　【第1期】　 7月31日(水)　　　　　　【第2期】　 9月 2日(月)
　【第3期】　 9月30日(月)　　　　　　【第4期】　10月31日(木)
　【第5期】　12月 2日(月)　　　　　　【第6期】　12月25日(水)
　【第7期】　平成26年 1月31日(金)　  【第8期】　平成26年 2月28日(金)
　※国民健康保険税の納付は便利な「口座振替」をご利用ください。
■�取扱窓口／平成23年度から､これまでの取扱窓口(金融機関等)に加え､納
期限内であれば曜日や時間に関係なく､全国の主なコンビニエンスストア
で納付できます(平成23年度以降に課税されたものに限る)。

　現在､ご使用の国民健康保険被保険者証は､7月31日(水)で使用できなくなりますので､7月下旬に新しい
被保険者証を世帯主あてに送付します。
　ただし､保険税の納付状況によって短期被保険者証又は資格証明書を交付する場合があります。

　国民年金の第１号被保険者で､経済的な理由や災害などにより現在保険料を納めることが困難な方には､
所得審査で承認された場合､保険料の納付が免除又は猶予される制度があります。
　免除制度
　　▶全額免除は､保険料の全額が免除になる制度です。
　　▶一部免除は､一部保険料を納付することにより､残りの保険料が免除になる制度です。
　　※所得審査は申請される方と配偶者､世帯主の平成24年中の所得が対象となります。
　若年者納付猶予制度
　　▶30歳未満の方は免除制度のほかに､若年者納付猶予制度があります。
　　▶学生の方は､対象外となります。学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。
　　※所得審査は申請される方と配偶者の平成24年中の所得が対象となります。

　免除や若年者納付猶予の承認を受けた期間の保険料は､後日遡って納付することができ､将来の年金額
に納付した期間として算入されます。この遡り納付(追納)は､追納申請が承認された月の前10年以内の免
除や猶予期間に限られています。
平成25年度免除申請受付は7月から始まります
■申請に必要なもの
　▶年金手帳　　▶印鑑
　▶失業による申請の場合には､雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給者証など公的機関の証明書
　▶転入により松伏町で所得が確認できない方は､前住所地での平成24年中の所得証明書
　▶ 代理人の方が申請に来られる場合は､来られた方の本人確認のできるもの(運転免許証･パスポート
等)。また､申請人と代理人が別世帯の場合は､委任状が必要となります。

国民健康保険被保険者証の更新時期です

国民健康保険税納税通知書を送付します

国民年金保険料の免除･猶予制度について
問合せ／国保年金担当 991-1870
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福祉健康課のお知らせ 問合せ／子育て支援･児童福祉担当 991-1876
障がい福祉担当 991-1877

まちづくり整備課のお知らせ 問合せ／まちづくり担当 991-1803

■児童扶養手当
　 　父母の離婚など何らかの理由で父又は母のいない
子どもを育てている方や､父又は母に一定の障がい
があり､子どもを育てている方に支給される手当で
す。
　 　上記の支給対象に該当する方は､所得にかかわら
ず申請できます。ただし､申請する方やその配偶者
及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請
者の直系血族､兄弟姉妹)の所得により､手当の支給
に制限等があります。

　6月18日(火)､20日(木)に､田園ホール･エローラ(中央公
民館)で「道路設計及び用地調査に関する地元説明会」を
開催しました。
　この東埼玉道路は､八潮市(外環交差部)を起点に､春日部市
(国道16号交差部)に至る延長17.6kmの幹線道路です。現
在､起点から越谷レイクタウンを通過し吉川市まで､5.7km
の一般部(側道)が開通しています。
　国土交通省において､東埼玉道路一般部の延伸区間を整
備するため､町内区間を含め地質調査や道路設計などを進
めてきました。今回､吉川市境から国道４号までの区間に
ついて､地権者と地元の皆さまに道路の設計を提示すると
ともに､今年度実施する予定の用地測量に関する具体的な
説明会を行いました。

福祉制度をご存じですか？
～子どものしあわせのために～ 

子どもの
人数

月額
(全部支給)

月額(一部支給)
※所得に応じて

1人 41,430円 41,420円～9,780円
２人 5,000円を加算

３人以上 1人につき3,000円を加算

障がいの状態 月額(1人について)
１級(重度) 50,400円
２級(中度) 33,570円

　現在､児童扶養手当･特別児童扶養手当を受けてい
る方(支給停止の方も含む)は､8月に現況届の提出が
必要です。対象の方には､後日個別に通知します。

■特別児童扶養手当
　 　精神又は身体に一定の障がいのある子どもを育
てている方に支給される手当です。

 　　申請を受け付けた翌月分から手当の対象になり
　ます。

■ひとり親家庭等医療費の助成
　 　母子･父子家庭などの方に､病院にかかったとき
に支払った医療費の一部を支給します。

 　 　支給対象者は､ひとり親家庭等の18歳になる年
度末までの児童とその母(父)又は養育者です。一
部負担金から､次の自己負担額を控除した額が支
給されます。
　【支給対象者が市町村民税課税者の場合】
　①医療機関等ごと １人につき
　　通院 1,000円／月
　②医療機関等ごと １人につき
　　入院 1,200円／日
　　 ただし､薬局分の医療費については､自己負担金

は発生しません。
■母子･寡婦福祉資金貸付制度
 　 　母子家庭のお母さん及び寡婦の方の経済的自立
や扶養しているお子さんの福祉増進のために､必
要な資金をお貸しする制度です。

　申請には､それぞれ必要な書類があります。
　これらの福祉制度には
所得制限があり､助成で
きない場合があります。

国道4号東埼玉道路
松伏地区に関する
説明会を開催しました

JR武蔵野線

17



特別対策実施中

路上駐車
植木鉢

駐車場乗り入れブロック

敷地外に樹木の張り出し
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　道路は皆さんの財産ですので､人も車も安全
に通行できることが大切です。
　不法占用物件が設置されることにより､道路
の幅が狭くなり交通に支障を及ぼす原因とな
ります。
　道路から駐車場乗り入れブロックを設置す
る場合は､道路管理者(国､県､市町村等)の許可
を受ける必要があります。
　道路上に不法占用物件が設置されている場
合は､通行の妨げとなりますので､すみやかに
道路敷地から撤去してください。ご協力お願
いします。

　松伏町内における本年の交通事故死者数が6月1日
で2人となり､過去3年間の同時期と比較して大幅に
増加したため､松伏町は6月24日(月)に埼玉県知事よ
り「交通事故防止特別対策地域」に指定されました。
　これを受け､町では､町長を本部長とする松伏町交
通事故防止対策本部を設置し､松伏町･埼玉県･埼玉
県警察本部など各関係機関と協力を図って､交通事
故防止のため､高齢者に対する交通安全教育や交差
点における立哨活動などの緊急対策を集中的に実施
します。

■自転車ものれば車のなかまいり
　 　自転車は車両です。自転車安全利用五則をしっ
かり守りましょう。
　① 自転車は車道が原則､歩道は例外
　② 車道は左側を通行
　③ 歩道は歩行者優先で､車道寄りを徐行
　④  安全ルール(飲酒運転･二人乗り･並進の禁止､夜

間ライト点灯､交差点の一時停止･安全確認､傘
差し､イヤホン､携帯電話の使用禁止)を守る

　⑤ 子どもはヘルメット着用
■高齢歩行者の事故多発
　 　高齢者の交通事故の特徴は「自宅の近く」､「無
理な横断」､「夜間」がキーワードです。
　① 近所こそ要注意…慣れた道だからこそ油断せず､
左右の安全確認をしましょう。

　② 無理な横断は危険…少し遠回りでも､横断歩道
を渡りましょう。また､斜め横断は止めましょ
う。

　③ 夜間は危険…夜間の外出は､明るい服装とライ
トや反射材で交通事故防止を図りましょう。

■夏の交通事故防止運動を実施します
　運動期間
　　 7月15日(月)から24日(水)までの10日間
　期間中の目標
　　 期間中は特に､「自転車の安全利用の推進」を

掲げ､街頭活動等を行います。

【指定期間】
6月24日(月)から9月23日(月)までの

3か月間

まちづくり整備課のお知らせ

総務課のお知らせ

問合せ／土木担当 991-1823

問合せ／庶務防災担当 991-1895

道路の不法占用はやめましょう

死亡事故多
発非常事態
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放射線量測定結果について

　参考　0.101…11箇所･全93回の測定値の平均
　　　　0.171… 測定値の最大値(平成23年10月11日  

松伏第二中学校で測定)
　　　　0.041… 測定値の最小値(平成25年4月16日金

杉小学校で測定)
　※ 町の基準…0.19(5市1町の基準である「0.23」以下

になることを目指して､地上50センチメートルの高
さにおける測定値が「0.19」を超えた場合は､放射
線量低減化作業等を行うことにしています。）

　毎週火曜日に実施している､町公共施設の放射線量
測定結果をお知らせします。
　測定の結果､町の基準を超えている公共施設はあり
ませんでした。なお､最新の測定結果は町ホームペー
ジをご覧ください。

問合せ／生活環境担当 991-1840

問合せ／商工担当 991-1854環境経済課のお知らせ

■測定日　6月18日(火)＜第93回測定＞

測定場所 測定値
赤岩農村センター駐車場(砂利敷) 0.103
松伏第二中学校校庭(土の上) 0.091
松伏記念公園(土の上) 0.091
松伏小学校校庭(土の上) 0.095
児童館屋外(土の上) 0.065
松伏第二小学校校庭(土の上) 0.062
町立第一保育所園庭(土の上) 0.072
松伏中学校校庭(土の上) 0.098
大川戸農村センター駐車場(砂利敷) 0.065
金杉小学校校庭(土の上) 0.042
老人福祉センター屋外(土の上) 0.103

消費生活相談を実施しています。 991-1854(月～木曜日午前10時～正午､午後1時～4時)

Q 　

A 　

消費生活情報
　以前に比べ転居後のプロパンガスの使用料金が高い。もっと安い業者もあるようなので､業
者を変更しようと思うができるか。

　プロパンガスの使用料金は都市ガスや電気などの許可料金と異なり自由料金ですので､地域
や販売店によって料金が異なります。料金は基本料金と従量料金の2部制になっていますが､
業者によっては設備利用等料金を上乗せした3部制をとっているところもあります。販売店
を替えることは自由ですが､メンテナンス対応や､解約条件等を必ず確認してください。また
現販売店への解約の申し出は､契約者自身が行うようにしましょう。新しい販売店が無断で設
備などを取り外すと､現販売店からガス設備代などの支払い請求を受けることがあります。必
ず現販売店に撤去してもらうようにしてください。
　なお､プロパンガスの訪問販売は特定商取引法の規制対象ですので､契約書を受け取った日
を含めて8日間はクーリングオフが可能です。　　　　　　　「(独)国民生活センターより」

小鳩だより 問合せ／松伏町民生委員･児童委員協議会広報部会
　　　　福祉健康課社会福祉担当 991-1874

「民生委員･児童委員はいつもそばにいます」

熱中症対策をしていますか？
　熱中症は暑い環境に長時間さらされることにより発症するそうです。特に体内の機能が発育途中の子ども
や体力が衰え始めた高齢者は熱中症になりやすいので予防に心がけることが大切です。
　民生委員･児童委員協議会では､地域住民の方々が夏に向けて熱中症にならないように､関係機関と連携をと
り健康で安心して過ごせるよう見守り活動や要援護者の把握に努めていきます。

①高齢者は上手にエアコンを…節電中でも室内温度を測り､適切にエアコンを使いましょう。
②暑くなる日は要注意！…湿度が高いと､体からの汗の蒸発が妨げられ体温の上昇が加速してしまいます。
③�水分･塩分こまめに補給…のどが渇く前に､塩分を含む飲料を飲みましょう。ビールなどは逆に危険です。
④�「おかしい！？」と思ったら病院へ…熱中症は､めまい､頭痛､吐き気など､ひどい時には意識を失い､命が危険
になることもあります。「おかしい」と思ったら､医療機関に相談しましょう。
⑤�周りの人にも気配りを…ご近所で声を掛け合うなど､周りの人の体調にも気を配りましょう。

熱中症予防　5つのポイント
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　まつぶし緑の丘公園で､地元住民でつくる大川
戸地区県営公園整備促進委員会の主催により開催
されました。来場された約3,000人の皆さんは､
写真撮影､各種アトラクションや模擬店､農産物直
売､ポピーの花摘みなどを楽しんでいました。

　松伏町Ｂ＆Ｇ海洋センターで開催され､車いす
ダンスの披露や振り込めサギ被害防止のための
演劇､介助犬デモンストレーションなどが行われ
ました。来場された皆さんは､身近に楽しく「福
祉」を感じていました。

　松伏中学校で､熱意あふれる消防団員80名が
集結し､日頃の訓練成果を披露しました。
　消防操法大会は､消防団員の消防技術の向上を
はかり､士気を高めることを目的として､毎年開
催しています。

　児童館ちびっ子らんどで､交通安全まなび隊が､
自転車の安全な乗り方などを伝える演劇を行い､
参加した親子は交通ルールの大切さを学びまし
た。

　「情操教育の一環として､生の楽器の音色
に触れてもらいたい」という､チェリスト渡部宏氏のご厚意と小学校
3校の協力により､音楽鑑賞教室を開催しました。
　また本年4月には､自身が音楽監督を務める東京ヴィヴァルディ合
奏団が､田園ホール･エローラで､町内小中学校5校の校歌を演奏･録音
したＣＤを､教育委員会と各小中学校に寄贈されました。なお､合奏
団は､田園ホール･エローラで毎年演奏会を開催しています。

ZOOM UP !
第8回ポピーまつりを開催しました
【6月1日】

福祉のふれあいひろばを開催しました
【6月2日】

第2回松伏町消防団消防操法大会を開催しま
した【6月2日】

交通安全教室が行われました【6月5日】

渡部�宏氏による小学校音楽鑑賞教室を開催しました
【6月18日･27日･28日】

今月の表紙

　まつぶし緑の丘公
園で､日本ハンギング
バスケット協会マス
ターの横田先生を講
師に招き､午前･午後
合わせて50名の方が
参加し､ハンギング講
座を開催しました。
作品は公園内に展示
していますので､お越
しの際は､ぜひご覧く
ださい。
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　水泳の練習に､水中ウォーキングに健康体力づく
りに､ご利用ください。 
■日時／ 7月20日(土)～8月31日(土)
　【午前の部】　午前9時30分～正午
　【午後の部】　午後1時30分～4時
　※各部入れ替え制(受付は各部終了30分前まで)
　※ 休館日･清掃･事業のため休止の場合があります。
■休館日／毎週月曜日
■�費用／【5市1町内の方】 大人200円､子ども100
円､幼児 無料【5市1町外の方】 大人400円､子ど
も 200円､幼児 無料

  ※ 5市1町とは､松伏町･草加市･越谷市･八潮市･三
郷市･吉川市に在住､在勤､在学の方です。

■�注意事項／スイミングキャップは各自持参して
ください。▶4歳未満の乳幼児は入場できません。
▶オムツを使用しているお子さんの入場はでき
ません(水遊び用紙オムツも不可)。▶幼児の入場
には保護者の同伴(水着着用)が必要です。▶見学
の場合も水着の着用が必要です。
■問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター 992-1291

　今年こそ泳げるようになって水泳の楽しさを感
じよう！
■�日時／8月18日(日)､20日(火)､21日(水)､22日(木)
　23日(金) 全5回 いずれも午前11時～(約1時間)
■場所／Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
■�対象／町内在住､在学の小学1年生～6年生で､バ
タ足でおよそ5ｍ泳ぐことのできる児童
■定員／ 20名(申込み順)
■�費用･申込み／7月6日(土)午前9時から参加費600
円(保険代等)を添えてＢ＆Ｇ海洋センター窓口へ
(電話申込み不可)。
■問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター 992-1291

　気楽に楽しく体力アップを目指そう！水中運動で
運動不足解消！
■�日時／7月25日(木)､26日(金)､8月1日(木)､2日
　8日(木)全5回 いずれも正午～(約1時間)
■場所／Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
■対象／町内在住､在勤､在学の成人女性

■定員／20名(申込み順)
■�費用･申込み／7月6日(土)午前9時から参加費600
円(保険代等)を添えてＢ＆Ｇ海洋センター窓口へ
(電話申込み不可)。
■問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター 992-1291

　水を通し水に親しみながら､体力増進や健康維持
の向上をめざしましょう！
■�日時／7月23日(火)､30日(火)､8月6日(火)､9日
　20日(火)全5回 いずれも正午～(約1時間)
■場所／Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
■対象／町内在住､在勤､在学の成人女性
■定員／ 20名(申込み順)
■�費用･申込み／7月6日(土)午前9時から参加費600
円(保険代等)を添えてＢ＆Ｇ海洋センター窓口へ
(電話申込み不可)。
■問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター 992-1291

  
縄文土器とまが玉を作ろう！
■日時／7月24日(水)､8月27日(火)､28日(水)
　全3回 いずれも午前10時～正午
■場所／中央公民館 １階工芸室
■�内容／粘土で縄文土器を作り､野外で焼き上げま
す。ロウ石でまが玉も作ります。
■対象／小学4年生～6年生
■定員／ 30名(申込み順)
■費用／ 200円(第1回目当日にいただきます。)
■持ち物／汚れてもよい服装､汗ふきタオル､帽子
■��申込み･問合せ／ 7月4日(木)から教育文化振興課

( 990-9011)へ(電話申込み可)。

■日時／7月28日(日) 午前10時30分～(10時開場)
　※1回のみの上映です。午後の上映はありません。
■場所／田園ホール･エローラ(中央公民館)
■上映作品／忍たま乱太郎(実写版)
■定員／400名(先着順。定員になり次第締切り)
■費用／無料(自由席)
■�その他／直接会場へお越し
ください。当日の混雑状況
により､開場5分前に正面玄
関にて整理券配布。

■�主催／松伏町子ども会育
成会連絡協議会
■�共催／松伏町青少年健全
育成協議会､
　エローラ運営委員会
■�問合せ／教育文化振興課

990-9011

夏休みに開催される催しなどをお知らせします

子ども水泳教室

アクアビクス教室

Ｂ＆Ｇ海洋センタープールオープン

女性水泳教室

子ども歴史講座

親子映画会

夏休み特集！

､

(金)､

(金)､

ⓒ2011実写版
「忍たま乱太郎」制作委員会



　みんなあつまれ！赤岩地区公民館で映画を見よう！
■日時･上映作品
　8月7日(水)午後2時～
　　「ぞう列車がやってくる」81分
　　「うそつきの羊かい」13分
　8月21日(水)午後2時～
　　「ジャングル大帝－親友」　24分
　　「ちびまる子ちゃんの交通安全」13分
　　「忍たま乱太郎」45分
■場所／赤岩地区公民館 2階大会議室
■その他／入場無料。直接会場へお越しください。
■問合せ／赤岩地区公民館 991-2338

　夏休みに「きり絵」で自分だけの作品を作ってみ
ませんか！
■�日時／ 7月31日(水)午前9時30分～
■�場所／赤岩地区公民館 2階大会議室
■�対象／小学4年生～成人15名(先着順)
■参加費／ 600円(材料代)
■�申込み･問合せ／7月6日(土)午前9時から赤岩地区
公民館( 991-2338)へ。

　手打ちうどん､牛乳パック再生紙ハガキ作り､水
辺の安全教室などを行います。
■日時／ 8月2日(金)午前9時15分～午後6時
■場所／中央公民館及びＢ＆Ｇ海洋センター
■�対象･定員／町内の小学4年生～6年生 20名(申込
み順)
■費用／ 500円
■�持ち物／エプロン､牛乳パック１本､ハサミ､筆記
用具､水着･水泳帽･タオル
　※ゲーム･携帯電話持ち込み不可
■�申込み･問合せ／7月6日(土)午前9時から参加費
　を添えて申込書を中央公民館( 992-1321)へ
　(電話申込み不可)。

■日程／ 8月21日(水)～23日(金)(2泊3日)
■場所／御前山青少年旅行村(茨城県常陸大宮市)
■�対象／町内在住､在学の5･6年生で次の条件を満
たす児童
　①心身ともに健康で向上心旺盛である。
　② 団体生活を送る上で協調性に富み､積極的で適

切に判断ができる。
　③ 説明会及び事前･事後研修会に全て参加できる。
　　▶保護者説明会 8月4日(日)午前11時～
　　▶ 参加児童の事前研修会 8月17日(水)午前10時～
　　▶ 参加児童の事後研修会 8月26日(月)午前10時～
■費用／ 8,000円
■定員／ 20人(応募者多数の場合､抽選)
■�申込み･問合せ／7月12日(金)までに､サマーキャ
ンプ申込書に必要事項を記入の上､松伏町ジュニ
アリーダー連絡協議会事務局(教育文化振興課内)
( 990-9011)へ。

■�日時／7月21日(日)午後2時～
■場所／ちびっ子らんど　やんちゃアリーナ
■�内容／「トロピカルフラ」の皆さんによるフラ
ダンス､ヨーヨーつり､金魚？すくいほか。
　※おたのしみ券(120名分)を用意しています。
■対象／保護者付き添いの幼児から
■問合せ／児童館ちびっ子らんど 993-0202
　

■�日時／７月25日(木)､26日(金)いずれも午後1時30
分～4時
■�場所／埼玉県中川水循環センター (三郷市番匠免

3－2－2)
■内容／水質実験の体験や下水道施設の見学等。
■�対象／小学4年生～6年生の児童とその保護者
■定員／各日とも40名(申込み順)
■費用／無料
■�申込み･問合せ／7月19日(金)までに､公益財団法
　人埼玉県下水道公社 中川支社 庶務担当( 048
　-952-3351)へ。

7･8月の催しをお知らせしています　保存版

サマーキャンプ参加者募集子ども映画会

きり絵教室

夏休み一日体験塾

サマーフェスティバル
　暑さもフッとぶ夏祭り！！

夏休み親子下水道教室
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【赤岩地区公民館】
 夢幻花　　　 東野　圭吾　著
 天皇(みかど)の刺客 澤田ふじ子　著
 えんそくおにぎり 宮野　聡子　作

【中央公民館】
 よっ ､十一代目！ 佐伯　泰英　著
 冤罪　　　　　 小杉　健治　著
 みんなの夜9時ごはん 植木もも子 他 著
課題図書
【小学校の部】

 メガネをかけたら
 なみだひっこんでろ
 わたしのいちばんあのこの１ばん
 くりぃむパン
 こおり
 ゾウの森とポテトチップス
 オムレツ屋へようこそ！
有松の庄九郎
はるかなるアフガニスタン
 永遠に捨てない服が着たい：太陽の写真家と子ど
もたちのエコ革命

【中学校の部】
チャーシューの月
ぼくが宇宙人をさがす理由

  

■�日時･場所／7月13日､27日 赤岩地区公民館 和室
　7月20日 柿の実文庫( 991-5170)
　いずれも土曜日 午後2時～3時
■その他／入場無料。直接会場へお越しください。

■�日時･内容／7月13日 「うまのり」
　7月27日「よたよたペンギン」
　いずれも土曜日 午後3時～ 3時30分
■場所／赤岩地区公民館 和室
■その他／参加費無料。直接会場へお越しください。

■日時／ 7月28日(日)午後1時30分～(1時間程度)
■�場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター 2階トレーニングルーム
■�内容／エアロバイク･多目的マシーンの使用方法
等(要予約)
■費用／無料
■問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター

■日時／ 7月13日(土)午前9時～11時
■場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター
■対象／どなたでも参加できます(1人でも可)。
■費用／ 200円
■�今月の種目／さいかつぼーる､ミニテニス､スポー
　ツ吹き矢ほか。
■�注意事項／運動の出来る服装､体育館シューズ持参
■主催･指導／松伏町スポーツ推進委員
■問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター

▶健康ヨガ教室
　日時／7月7日(日)､14日(日)､20日(土)
　　午前10時～
▶エンジョイダンス教室
　日時／ 7月10日､17日､24日
　　いずれも水曜日 午前10時～
▶ストレッチ＆バランスボール教室
　日時／ 7月2日､9日､23日
　　いずれも火曜日 午前11時～
※上記3教室は､場所：Ｂ＆Ｇ海洋センター アリーナ､
　対象：16歳以上の方､費用：各300円(保険代等)
▶ケンコー吹矢教室
　日時／7月12日､26日
　　いずれも金曜日 午後1時～
　場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター 武道場
　対象／ 16歳以上の方
　費用／各300円(保険代等)
※ 上記4教室は､マッピーメンバーシップカードの割
引適用あり。
▶はじめての中国語教室
　日時／７月6日(土)午後1時～2時､
　　27日(土)午後0時～1時 
　場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター 会議室
　対象･定員／ 16歳以上の方20名

作って遊ぼう

おはなしランド
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赤岩地区公民館のお知らせ

中央公民館のお知らせ

1日(月)･8日(月)･16日(火)･22日(月)･29日(月)

1日(月)･8日(月)･16日(火)･22日(月)･29日(月)
10日(水)は設備点検のため､臨時休館。

7月の休館日

7月の休館日

今月の新着図書ご案内

TEL

1日(月)･8日(月)･16日(火)･22日(月)･29日(月)

7月の
一般開放日

13日(土) 午後5時〜9時
28日(日) 午前9時〜午後9時
ただし､武道場は､トレーニング講習会の為､午
後1時〜3時まで利用できません。
※利用方法はお問い合わせください。

B＆G海洋センターのお知らせ
7月の休館日

トレーニング講習会

気楽に遊び体

総合型地域スポーツクラブ｢マッピー松伏」



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央公民館(田園ホール･エローラ) ����992-1321･992-1001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育文化振興課 ��　990-9011�　　　　　
埼玉県生涯学習ステーション http://www.pref.saitama.lg.jp/site/station

赤岩地区公民館 ��　991-2338
B&G海洋センター ��　992-1291
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6日(月) ･13日(月) ･21日(火)･27日(月)
8日(水) は設備点検のため､臨時休館。

■��申込み／応募用紙に必要事項を記入の上､7月31
　日(水)までに教育文化振興課へ。
　※詳細は､募集要項をご覧ください。
　※ 募集要項･応募用紙は､教育文化振興課､中央公

民館､赤岩地区公民館で配布します。また､町
ホームページから募集要項･応募用紙をダウン
ロードできます。

■問合せ／教育文化振興課

■日時／ 7月24日(水)～28日(日)
　午前9時～午後5時
■場所／中央公民館1階視聴覚室
■内容／水墨画約30点の展示
■問合せ／北川 992-0598

■日時／ 9月8日(日)午前7時集合
■�場所／千葉カントリークラブ 北越谷パブリック
コース
■�競技方法／新ペリア方式によるハンディ戦(全員
カート使用)
■費用／参加費9,000円(プレー代､カート代､賞品
　代  含む)
■�申込み／ 8月3日(土)までに参加費を添えて地区
役員まで。
■問合せ／岩﨑 992-3598又は090-1212-2785
　横川鉱油 991-2906

　親子で触れ合いながら､楽しく親子ビクスしませ
んか。
■�日時／7月4日(木)､8月1日(木) 9月以降は､第1木
曜日(予定) 午前10時15分～11時30分
■場所／外前野記念会館ハーモニー
■対象／歩けるお子さんから参加できます。
■費用／ 1回500円
■�その他／当日､直接会場にお越しください。(事前
申込み不要)
■問合せ／佐藤 945-0493､吉田 999-6746

　費用／ 1回500円(保険代等)
▶水中ウォーキング
　日 時／7月24日(水)､27日(土)､31日(水)､8月3日

(土)､7日(水)､10日(土) 正午～午後1時
　場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター プール
　対象･定員／ 16歳以上の方20名
　費用／各300円(保険代等)
■�申込み･問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センターに参加費用
を添えてお申し込みください。(電話及び代理人
による申込不可)

■日時／ 7月18日(木)午前10時～11時30分
■場所／中央公民館 2階201･202研修室
■テーマ／知って得する!!食育のイイ話
■講師／埼玉県家庭教育アドバイザー 山本美恵子氏
■�対象･定員／小学生の子どもを持つ親50名(申込
み順)
■費用／無料
■託児／有 無料10名(申込み順)
■持ち物／筆記用具
■申込み･問合せ／電話で教育文化振興課へ。

　日頃､文化活動に勤しむ皆さんの発表の場として､
松伏町民文化祭を開催します。どなたでも参加でき
ますので､一緒に楽しみましょう。募集期間･参加条
件の詳細は､広報８月号に掲載します。
■期日／ 11月3日(日)
■場所／中央公民館
■テーマ／「みんなでつくろう文化祭」
■問合せ／松伏町文化協会事務局(教育文化振興課内)

■�日時／ 11月17日(日)午後1時開演(午後0時30分
開場)※午後4時35分終演予定
■場所／田園ホール･エローラ(中央公民館)
■�対象／アマチュア音楽家12団体(生演奏による2
人以上30人前後の団体)
■費用／参加費 １団体3,000円

第71回町民ゴルフ大会

サークルわくわく

家庭教育講座

平成25年度  松伏町民文化祭

第25回田園ミュージックフェスティバル
出演団体募集

教育文化振興課のお知らせ
サークル掲示板

松伏水墨画サークル 20周年記念展
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錦織�健�テノール･リサイタル

■�日時／7月27日(土)午前10時～
午後3時
■�場所／市民交流活動センター
■�内容／ものづくり体験､プラネ
タリウム､模擬店ほか
■問合せ／市民活動センター
　 048-920-3580

■�日時／ 7月26日(金)､27日(土)
　 午後4時～8時30分(26日は午後

5時～)
■�場所／つくばエクスプレス八潮
駅構内及び駅南口公園予定地
■�内容／盆踊り大会､模擬店､八潮
市推奨品･特産品の販売ほか
■費用／入場無料

■�問合せ／ (一社)八潮市観光協会
(八潮市商工会内)
　 048-996-1926

■�日時／8月3日(土)午後2時～9
　(小雨決行(雨天中止))
■�場所／におどり公園(つくばエ
クスプレス三郷中央駅前)
■�内容／ jazzの生演奏､キャンド
ルナイト､埼玉県内外の特徴あ
るグルメの出店ほか
■�問合せ／三郷市産業振興課(三
郷市観光協会事務局)
　 048-930-7721

■�日時／7月13日(土)､14日(日)子
ども神輿:13日午後1時～4時35

分､14日午前9時～午後3時▶山
車巡行:14日午前10時～午後5時
▶神輿渡御:14日午後5時～7時
30分▶神輿競演:14日午後8時～
9時
■�場所／いちょう通り､芳川神社
周辺
■�問合せ／よしかわ観光協会
　 048-982-9697

■�日時／ 7月27日(土) 午後7時～
オープニングセレモニー ､午後
7時10分頃から打ち上げ開始(小
　雨決行)
■�場所／越谷市中央市民会館東側
　葛西用水中土手
■�交通／東武スカイツリーライン
越谷駅東口下車徒歩10分
　※車での来場はご遠慮ください。
■問合せ／越谷市観光協会
　 048-966-6111

渡部 宏
チェロ･リサイタル

〜賢治さんの博物誌〜

矢崎 滋
ティモシー･ボザース､渡部 宏

　クラシック界にいながらそのジャンルを拡張し続け､
自らオペラ･プロデュースを手がけるなど活躍の場を拡
げる「マルチ･テノール」錦織健のリサイタル。日本の
抒情歌からオペラ･アリアまでたっぷり聴かせます。
■日時／ 9月7日(土)午後2時開演(1時30分開場)
■出演／錦織 健(テノール)､多田 聡子(ピアノ)
■�曲目／日本古謡：さくらさくら､ヘンデル：「セルセ」
より“懐かしい木蔭よ”ほか
■�費用／大人3,500円､高校生以下
　2,000円【全席指定】
■�チケット発売開始日／エローラ友の
会会員：7月6日(土)､一般の方：7月
12日(金)､発売開始日は､どちらも
【窓口販売】午前9時～､【電話予約】
午前10時～

※未就学児の入場はご遠慮ください。 Ｃ大八木宏武(都恋堂)

エローラコンサート情報 ■問合せ／田園ホール ･エローラ (松伏町中央公民館 )
　　　　　 992-1001･1321　http://www.ellora.jp/

埼玉県東南部 5 市広域情報行ってみたいなとなりまち

 草加市
世代間交流の輪を広げよう

「交流サマーフェスティバル」

 吉川市
吉川八坂祭り

 越谷市
越谷花火大会

 三郷市
misato style 2013(ミサトスタ
イル2013)〜真夏のjazz＆グル
メフェスタ〜

 八潮市
八潮の夏だ！夜市だ！
盆踊り大会だ！ 2013

■日時／ 7月7日(日)午後2時開演(1時30分開場)
■�出演／渡部 宏(チェロ)､ティモシー ･ボザース

(ピアノ)､ゲスト　矢崎 滋(朗読)
■曲目／宮沢賢治：雪渡り【朗読：矢崎 滋】
　フォーレ：チェロ･ソナタ第2番
　ト短調 Op.117　ほか
■費用／大人3,000円
　高校生以下2,000円
　【全席指定】
※チケット好評
　発売中！
※未就学児の
　入場はご遠慮
　ください。

時



　＞＞＞情報ストリート
＜県内の催し＞　

　合同説明会は､市町村ごとに設置するブースで､各
市町村の特色や職員の募集状況､勤務状況などにつ
いて､直接人事担当者に話を聞くことができます。
■日時／ 7月17日(水)午後1時～6時(入場は5時)
■�場所／さいたまスーパーアリーナ コミュニティ
アリーナ(ＪＲ京浜東北線･宇都宮線･高崎線 さい
たま新都心駅下車徒歩すぐ､ＪＲ埼京線 北与野駅
下車徒歩7分)
■費用／無料
■�問合せ／彩の国さいたま人づくり広域連合 自治
人材開発センター 市町村職員担当
　 048-664-6681
　http://www.hitozukuri.or.jp/navi/event/

＜町の募集＞

　保育士をめざす人！子どもが大好きな人！
子どもたちとのふれあいを通して､保育士の仕事を
体験してみませんか。
■日時／ 8月22日(木)､23日(金)のいずれか1日
　午前9時～午後1時
■場所／町立第一保育所
■�対象･定員／町内在住･在学の高校生10名(1日5
名)(申込み順)
■�申込み･問合せ／ 7月10日(水)から松伏町社会福
祉協議会( 991-2701)へ。

＜町内の催し＞　

　
　「ホタル100万匹の夢と感動と緑豊かな自然再生
を通じて次世代に誇れるまちづくり」を目指す「夏
まつり」です。
■�日時／ 7月6日(土)､7日(日)(雨天中止(小雨決行))
両日とも午後5時30分～8時30分
■場所／まつぶし緑の丘公園
■�内容／ホタル鑑賞､ミニコンサート､各種模擬店
など
■主催／ＮＰＯ法人松伏公園都市づくり協会
■問合せ／(ホタル担当)横川 勲 090-3103-9057
　(責任者)若盛 正城 991-4865

短冊に願いを書いたり､七夕飾りを作りましょう
　日時／ 7月2日(火)午前9時30分～11時
　対象･定員／ 3～5歳児･親子30組
園庭で一緒に遊びましょう(園庭開放日)
　日時／ 7月10日(水)午前9時30分～11時
　対象･定員／ 0～5歳児･定員なし
色水あそびやシャボン玉あそびをを楽しみましょう
　日時／ 7月17日(水) 午前9時30分～11時
　対象･定員／ 3～5歳児･親子30組
水あそびを体験しましょう
　日時／ 7月25日(木)午前9時30分～11時
　対象･定員／ 0～1歳児･親子7組､2歳児･親子7組
■申込み･問合せ／電話でこどものもり( 991-
　4854)へ。

幼稚園の大きなプールで遊びましょう
　日時／7月29日(月)午前10時～11時30分
　対象･定員／ 2～3歳児･定員10名
■申込み･問合せ／大川戸幼稚園 991-2277

認定こども園「こどものもり」
( まつぶし幼稚園 ･ こどもの森保育園 ) 子育てサロン
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各課のダイヤルインをご利用ください。

埼玉県内市町村職員採用合同説明会

大川戸幼稚園「幼稚園で遊ぼう！」

催 し

第8回ホタル鑑賞とミニコンサートの夕べ
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募 集

彩の国ボランティア体験
　高校生１日保育士体験募集
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各課のダイヤルインをご利用ください。

＜町のお知らせ＞

　新築又は増改築された全ての建物について､固定
資産税の評価額を算出するための「家屋調査」を
実施しています。調査日時は事前にお知らせし､町
職員が室内･外の材質等を確認しますのでご協力を
お願いします。
　特に未登記家屋の新築･増築･取り壊しをしたと
きは､税務課までご連絡ください。
■問合せ／税務課 991-1831

　7月8日(月)から､外国人の方についても住民基本
台帳ネットワークシステムの運用が開始され､次の
ようなことができるようになります。
▶他の市区町村でも「住民票」を受け取ることがで
きます。▶町に申請し､「住民基本台帳カード」を
作成することにより､電子申請を利用した一部の行
政手続きができるようになります。
　また､これに伴い､外国人の方の住民票に「住民票
コード」が記載されますので､「住民票コードのお
知らせ」を7月中旬に世帯ごとに送付します。
　詳しくは､送付される通知及び総務省ホームページ
をご覧ください。

■問合せ／住民ほけん課 991-1866

　20歳前の傷病による障害基礎年金を受給されて
いる方は､引き続き年金を受けられるかを確認する
ために､毎年7月に「所得状況届」を提出する必要
があります。
■�提出方法／ 7月上旬に日本年金機構から「所得状
況届」が送付されますので､必要事項を記入し､7
月末日までに住民ほけん課窓口へ提出してくだ
さい(郵送可)。
　 また､障がい状態の確認が必要な方には診断書の

＜国の募集＞　

■問合せ／自衛隊朝霞地域事務所
　 048-466-4435
　http://www.mod.go.jp/pco/saitama/

＜その他の募集＞　

■日時／ 8月2日(金)､5日(月)､6日(火)(全3回)
　いずれも午後1時30分～3時30分
■場所／松伏高校 実習棟3階情報処理室
■�対象･定員／ 3･4年生のそろばん未経験者20人

(申込み順)※上記日程をすべて参加し､保護者の
送迎が可能な児童
■費用／無料
■指導員／本校商業科教諭　矢島芳夫
■�内容／ 2桁～3桁の加減算を暗算で行うことを目
標にそろばんを行います。
■�持ち物／筆記用具､上履き､そろばん(貸し出しあ
り)
■�申込み／ 7月26日(金)までに､住所､電話番号､保
護者氏名､児童氏名､性別､学年､学校名を記入し
て､メール又はＦＡＸでお申し込みください。
　 yajima.yoshio.f6@spec.ed.jp
　 048-993-1180
■問合せ／埼玉県立松伏高等学校 992-0121

外国人住民の方も住民基本台帳ネットワー
クシステムの運用が開始されます

障害基礎年金を受けている方の
「所得状況届」の提出について

自衛官募集

家屋調査へのご協力について

お知らせ
募集種目 応募資格 受付期間
一般曹候補生 18歳以上27歳未

満の方 8月1日(木)
～9月6日(金)

自衛官候補生

航空学生 高卒(見込含)
21歳未満の方

防衛大学校
(推薦)

高卒(見込含)
21歳未満の方
※他条件あり 9月5日(木)

～9月9日(月)防衛大学校
(総合選抜)

高卒(見込含)
21歳未満の方

高等工科学校
生徒(推薦)

男子で中卒(見込
み)17歳未満の方

※他条件あり
11月1日(金)
～12月6日(金)

平成25年度松伏高校
「小学生そろばん教室」参加者募集

総務省   外国人住基カード 検索



付いた「所得状況届」が送付されますので､7月
中に医師の診断を受けてから提出してください。

※ 「所得状況届」を7月末日までに提出していただ
けない場合又は所得の状況が確認できない方な
どは､年金の支払いが一時停止されることがあり
ますのでご注意ください。
■問合せ／住民ほけん課 991-1870

　戸籍や住民票の不正取得による､個人情報の不正
利用の防止のため､「本人通知制度」の登録者を受
付しています。
　この制度は､戸籍謄本や住民票の写しなどを代理
人や第三者が請求し､交付した場合､登録した方を
対象に交付の事実を本人に通知する制度です。
■�対象者／松伏町に住民登録又は､戸籍のある方
■�登録に必要なもの／本人確認の書類､代理申請の
場合は委任状
■問合せ／住民ほけん課 991-1866

　空き地に雑草が繁茂し､枯れ草が密集していると
害虫､火災､犯罪の発生原因や交通の妨げとなり､周
辺環境を悪くしてしまいます。
　空き地を所有(管理)している方は､定期的に草刈
り等を行い､適正な管理を行ってください。
■問合せ／環境経済課 991-1840

■小中学生のお子さんの保護者の方
　 　小中学生のお子さんの「こども医療費受給資
格証(就学児用)」は､毎年8月に更新します。7月
下旬ごろに､8月からお使いただく新しい受給資
格証を送付します。
　 　ただし､町税等に未納のある方については､通
院医療費を助成できない場合があります。その
場合は､支給停止通知と入院医療費用の受給資格
証を送付します。
■小学校就学前のお子さんの保護者の方
　 　就学前のお子さんの「こども医療費受給資格
証(乳幼児用)」は､認定から6歳の誕生日後の最初

の3月31日までお使いいただけます。
　 　お子さんが就学するときに､就学児用の受給資
格証の交付申請が必要です。(小学校に入学する
年の1月頃に受給資格登録申請書を送付します。)
支給制限はありません。
■問合せ／福祉健康課 991-1876

＜県のお知らせ＞

■日時／ 8月28日(水)午後3時～
■場所／越谷市役所　第二庁舎5階大会議室
■�内容／越谷都市計画都市計画区域の整備､開発及
び保全の方針の変更▶越谷都市計画区域区分の
変更
■都市計画の変更の構想(原案)の閲覧
　日時／ 7月2日(火)～17日(水) (土･日･祝日を除く)
　　　　午前８時30分～午後５時15分
　場所／ 松伏町まちづくり整備課､越谷市都市計画

課､吉川市都市計画課､埼玉県都市計画課､
埼玉県越谷県土整備事務所

　 ※ 埼玉県都市計画課ホームページでもご覧にな
れます。

■公述(公聴会で意見を述べること)の申し出
　対象／ 松伏町､越谷市及び吉川市に住所を有する

個人及び法人
　提出方法／ 県ホームページ又は町ホームページ

をご覧ください。
　※ 公述の申し出が無い場合､公聴会は中止となり

ます。
■問合せ／埼玉県都市計画課 048-830-5341
　又は松伏町まちづくり整備課 991-1803

＜その他のお知らせ＞

　賞金は､1等･前後賞合わせて5億円！また､2,000
万サマーと同時発売です。
　この宝くじの収益金は､市町村の明るく住みよい
まちづくりに使われます。
　昨年のサマージャンボ宝くじ及び2,000万サマー
の時効は､8月12日(月)です。期限がせまっており
ますので､お忘れなく！
■発売期間／ 7月10日(水)～8月2日(金)
■抽せん日／ 8月13日(火)
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各課のダイヤルインをご利用ください。

戸籍謄本等の不正取得防止のため
「本人通知制度」に登録しませんか

こども医療費受給資格証の更新について
～小中学生のお子さんの受給資格証の更新時期です～

空き地に雑草が繁茂していませんか？

サマージャンボ宝くじ発売

都市計画に関する公聴会
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問合せ／教育文化振興課 990-9011
　　　　企画財政課 991-1815人権 それは 愛

企画財政課のお知らせ

な
ら
ん
で
歩
い
て
い
こ
う

サイド･バイ･サイド 【みんなですすめよう男女共同参画】

問合せ／人権推進担当 991-1815

　町では､住民との協働による男女共同参画を進めています。
　セミナーをプランニングして､あなたやあなたのグループのアイディアと
パワーをセミナーに活かしてください。

平成25年度
「男女共同参画社会づくりセミナー」

受託者
募集

■委託条件
　▶セミナーのテーマ　　老若男女が伸びやかに共に活かしあう暮らしにつながる内容　
　▶委託内容　　　　　　企画から運営まで。必要な情報やノウハウは町がサポートします
　▶委託金　　　　　　　25,000円
■選考方法／書類選考→ヒアリング→8月中旬に決定
■申込み／ 7月19日(金)までに計画書を作成の上､人権推進担当へ。
　※また､こんなセミナーだったら参加してみたいという希望がありましたら､声をお寄せください。

ずっと友だち
　三年生のはじめのころは、仲がよかったんだけど、二学期ぐらいになって、Ａさんとサッカーをし
ていたら、Ａさんのパスがきたのにはやすぎて取れなかった。「どうしてうけ取れないんだよ。サッカー
やめちゃえよ。」と、Ａさんが言った。すごくいやだった。
　この日から、いっしょにサッカーをしなくなった。三学期になってもやらなかった。そんな時、先
生が「Ａさんは、転校します。」と言われた。ぼくは、あやまろうとしてもあやまれなくて、どうした
らいいだろうといろいろ考えた。
　クラスで手紙を書くことになった。ぼくは、手紙の中に、サッカーの時は、ごめんね。と書いた。もっ
と、Ａさんと遊びたかった。サッカーももっともっとしたかった。それなのに転校してしまうなんて。
　自分の口であやまりたかったので、引っこしの日にＡさんの家に行った。Ａさんはいなかった。も
う引っこしてしまったんだと思った。あやまれなかったとがっかりしていたら、Ａさんがもどってきた。
「サッカーの時は、はやいパスをだしたのにきつくいったりしてごめん。」とＡさんのほうからあやまっ
てきたから、自分もあやまらないとと思ったから、ぼくもＡさんにあやまった。あやまれてよかった。
心の中のもやもやがとれた。引っこしのじゅんびをしている間、サッカーをした。

　今月は｢松伏町小･中学校人権作文集－第13集－｣の作品の中から､小学校4年生の作品を紹介します。

　この人権作文集は､児童･生徒のみなさんに､人権や差別について考えていただき､他人の心の痛みがわか
る､差別のない･許さない･見のがさない人になってほしいと願って作成されています。
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保健センターのお知らせ

小児時間外( 初期救急 )診療
事前に電話で患者さんの状態を伝えてから受診してください。

�(受付時間
午後7時～9時30分)

※�上記以外の診療は､吉川市内の医療機関で実施しています。
��　詳細は小児時間外(初期救急)診療体制についてのお知らせ(保存版)又は
　町ホームページでご確認ください。
※�7/3(水)は､ネオポリスハヤシ医院( 048-981-0510)に変更し診療を行います。

7/4(木) 津田医院 993-3111
10(水) 宮里こどもクリニック 991-5010
16(火) ねもとレディースクリニック 991-5216
24(水) 宮里こどもクリニック 991-5010
8/1(木) 津田医院 993-3111

休日当番医�(午前9時～正午)

 電話でご確認の上 ､ 受診してください。
7/7(日) ふれあい橋クリニック 脳外･内 991-1300
14(日) 津田医院 内 993-3111
15(月) 岡村クリニック 内 991-7203
21(日) 宮里医院 内　 991-2911
28(日) 宮里こどもクリニック 小･内･皮 991-5010
8/4(日) 埼玉筑波病院 内 ･外 992-3151

相談コーナー
相談はそれぞれ専門の方があたります

●こころの相談 (予約が必要です)
日　時／7月1日(月)､22日(月)
　　　　いずれも午後1時30分～4時
場　所／保健センター
※ 不安･不眠･イライラ等でお困りの方
問合せ／保健センター 992-3490
●栄養相談 (予約が必要です)
日　時／7月3日(水)､8月7日(水)
　　　　いずれも午前9時30分～11時
場　所／保健センター
問合せ／保健センター 992-3170
●健康(育児)相談
日　時／7月3日(水)､17日(水)､8月7日(水)
　　　　いずれも午前9時30分～11時
場　所／保健センター
問合せ／保健センター 992-3170

※乳幼児健診は保健カレンダー (保存版)をご覧ください。

問合せ／保健センター 992-3170･4323

7月1日より子宮がん(個別)検診が開始されます(集団検診は広報8月号に掲載します)

歯みがき指導とフッ化物塗布

「8020よい歯のコンクール」の出場者募集

■�対象／20歳以上(平成6年3月31日以前の奇数月生
まれの女性)
　※ 平成25年度子宮頸がん検診無料クーポン券対象

者には個別通知しました。検診期間が違います
ので､個別通知した詳細案内をご覧ください。

■�検診期間／7月1日(月)～12月28日(土)の診療時間
内
　※ 妊娠中､生理中及び生理終了後3日以内は､受診
できません。

　※ 検診を受診される際は､着脱の簡単な服装(ス
カート)ですと検診を受けやすいです。

■対象／下記の全てに該当する方。自薦､他薦を問いません。ぜひご応募ください。
　▶県内在住で､80歳以上(平成25年4月1日現在)で､自分の歯が20本以上ある健康な方
　▶当コンクールで表彰経験のない方
■申込み／7月31日(水)までに､次の協力医療機関で受診(無料)の上､お申し込みください。
　【協力医療機関】荒木歯科( 992-3129)､いしい歯科医院( 992-0757)､
　ハート歯科クリニック( 992-3726)､原島歯科医院( 991-6480)､ヨシダ歯科医院( 992−1733)

■日程／ 7月24日(水)
■予約時間／午前9時50分､10時5分･20分･35分･
　　　　　　 50分､11時5分
　　　　　　  午後1時5分･20分･35分･50分､2時5

分･20分･35分
■対象･定員／ 2歳～就学前の幼児 180名
■�内容／歯科検診､歯みがき指導､フッ化物塗布(希
望者)※所要時間は1時間位です。
■�持ち物／使用中の歯ブラシ､タオル､コップ

■費用／ 200円　
　※ 生活保護受給者や住民税非課税世帯の方は無料

で受けられます。印かんと受給証(生活保護受給
者のみ)を持参の上､事前に保健センターへ申請
してください。

■申込み／ 7月1日(月)から保健センターへ(電話可)。
■�ご注意／医療機関等でフッ化物塗布をしている方
は､前回の塗布から4か月間あけてください。
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内　　容 医療機関 診療時間 備　　考
子宮頸がん検診　
子宮体がん検診(医師の
指示による)
※ 子宮体がん検診のみ
の受診は出来ません

ねもとレディース
クリニック
松伏町大字大川戸241-5

医療機関に要予約
( 991-5216)
水･日･祝日休診

費用：子宮頸がん検診  1,700円　
　　　子宮頸がん及び体がん検診
　　　　　　　　　　  2,500円
持ち物： 健康手帳､検診料､保険証
※クーポン券対象者は､子宮頸がん
　検診のみ有効

さくら医院
吉川市平沼1692-1

予約不要
( 048-982-5511)

水･祝日休診



お知らせコーナー 相談はそれぞれ専門の方があたります
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役場の土･日･祝日及び夜間(午後5時15分～翌日午前8時
30分)の問合せ／守衛室 �991-1900

●総人口と世帯�(6月1日現在)
　人口／3万946人(前月比1人増)､世帯／1万1,503世帯
　男＝ 1万5,620人､女＝ 1万5,326人
●火災･救急･交通事故�(5月分)�
　火災／5件(16)､救急／ 95件(441)
　交通事故／52件(237)､死者／0人(1)

※�(����)内は1月
からの累計

※この広報紙は目にやさしく読みやすいユニバーサルデザイン(ＵＤ)書体を使用しています。

My Sweet Faces!

◆ 写真･住所･保護者の氏名とお子さんの氏名
(ふりがな)･生年月日･電話番号･簡単なコメ
ントを添えて､総務課 秘書広報担当までお
申込みください。

●人権･行政相談
日　時／7月8日(月)午後1時～4時
場　所／役場第二庁舎3階 会議室
問合せ／総務課 991-1895
●弁護士による法律相談 (予約が必要です)
日　時／7月17日(水)､26日(金)
　　　　いずれも午後1時30分～4時
　　　　相談予約7月5日(金)から受付
場　所／ふれあいセンター 介護相談室
問合せ／社会福祉協議会 991-2701
●心配ごと相談
日　時／7月17日(水)午後1時30分～4時
場　所／ふれあいセンター 介護相談室
問合せ／社会福祉協議会 991-2701
●教育相談
日　時／月～金曜日(祝日を除く)
　　　　午前9時30分～午後4時30分
場　所／教育相談室(適応指導教室内)
問合せ／適応指導教室 992-2000
●就学相談 (予約が必要です)
日　時／月～金曜日(祝日を除く)
　　　　午前9時～午後5時
場　所／役場第二庁舎2階 教育総務課
問合せ／教育総務課 991-1864

●税理士による税務相談
日　時／7月3日､8月7日
　　　　いずれも水曜日 午後1時～4時
場　所／役場第二庁舎3階 会議室
問合せ／税務課 991-1833
●消費生活相談
日　時／ 毎週月～木曜日(祝日を除く)
　　　　午前10時～正午､午後1時～4時
場　所／役場第二庁舎１階 消費生活センター
相談方法／来庁又は電話( 991-1854)
問合せ／環境経済課 991-1854

●女性相談･育児相談 (予約が必要です)
日　時／月曜日(第1･第3･第5)
　　　　午前9時30分～午後0時30分
　　　　水曜日(毎週)午後1時～4時　
　　　　土曜日(第2･第4･第5)午後1時～4時
　　　　※各祝日を除く
場　所／役場内 相談室(保育あります)
問合せ／企画財政課 991-1815
　　　　� 991-1825(水･土曜日のみ)

●人権相談
日　時／月曜日(祝日を除く)午前9時～午後4時
場　所／さいたま地方法務局越谷支局
　　　　(越谷市東越谷)
問合せ／さいたま地方法務局越谷支局
　　　　 048-966-1337
●不動産相談
日　時／7月22日(月) 午前10時～午後3時
場　所／埼玉県宅建協会越谷支部
　　　　(越谷市役所駐車場隣)
問合せ／埼玉県宅建協会越谷支部
　　　　 048-964-7611
ゆずって　ゆずります
ゆ ずって／車いす､小さめの冷蔵庫､ガス台､工業
用ミシン､電子ピアノ(グラビノーバ)

■受付･あっせん／環境経済課 991-1854

※ DV(夫や恋人による暴力)やお急ぎの場合は､上記の
相談日以外も相談をお受けします。

※ まだ使える不用品を有効利用するために､譲りたい
方､譲ってほしい方の情報をお待ちしています。　

※ 予約はお受けしていません。相談中の場合は､お待
ちいただくことがあります。　

堀�江�隆�聖�くん
［Ｈ24.9.4］

わが家の王子様♡大好き♡
【隆行･弓絵】　（大字松伏）

ほ��り��え��りゅうせい

コメント

※ 平成26年度以降入学児の発育や障がいなどに関する
相談をお受けします。

わが家のエンジェル


