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夢 タウン
まつぶし

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

2　「まつぶし町民まつり2013」がんばろう!!東北�がんばろう!!日本�
　　〜チカラをひとつに〜�出店者等募集！
4　大人の風しん予防接種費用の一部を助成します

主な内容

松伏町のキャラクター
マップー

広�報
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まつぶし８
町税の休日 ･夜間納税相談窓口
休日
夜間

8月25日(日)　午前9時から午後4時まで�
8月18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

9月2日(月)
町県民税2期･国民健康保険税2期
介護保険料2期･後期高齢者医療保険料2期
保育料8月分

納期限内に納付しましょう！

まつぶし緑の丘公園内にあるじゃぶじゃぶ流れにて､暑い日の水遊び。「気持ちいい〜」【7月6日】
▶詳細は10ページ
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問合せ／社会教育担当 990-9011

問合せ／商工担当 991-1854

教育文化振興課のお知らせ

環境経済課のお知らせ

　今年も松伏町の地域活性化及び東日本大震災復興支援を目的として､内容盛りだく
さんで開催します。
■�日時／10月20日(日)午前10時～午後3時30分(予定)
■場所／松伏記念公園他
■�対象
　①フリーマーケットコーナー
　　9月9日(月)に説明会があります。
　 ②模擬店･バザー ､物産コーナー等
　　9月11日(水)に説明会があります。
　③企業･団体･福祉啓発コーナー
　 ④ステージ出演
　　出演時間１団体10～15分(準備･片付含む)
■申込期間／ 8月5日(月)～16日(金)(土日を除く)
　※ ①②は申込み順､③④は実行委員会で選考。
　※ 参加要領及び参加申込書は環境経済課窓口で配布､

又は町ホームページからダウンロードできます。
■�お願い／東日本大震災復興支援イベントの趣旨をご理解いただき､昨年に引き続き､
　義援金等にご協力をお願いします。
■注意事項／松伏町暴力団排除条例を踏まえ､暴力団及び暴力団と関係する方の参加は
　不可とします。
■その他／詳細は､参加要領をご確認ください。
■申込み／まつぶし町民まつり実行委員会事務局(商工担当)

　子どもたちが主体となって「遊びのまち」を創造するキッズタウン「ミニまつぶし2014」を平成26
年3月末に開催します。
　そこで､小学4年生から大学生までの子どもスタッフを募集しています。「どんなまちにする？」「お金
のデザインを考えようよ！」など､子どもたちみんなで､ひとつの小さな「まち」を一緒につくりましょう！
　会議は､9月から3月まで毎月2回程度､開催する予定です。

■日時／第1回の会議は9月21日(土)午後2時～4時
■場所／中央公民館 工芸室
■対象／小学４年生～大学生
■申込み／社会教育担当

「まつぶし町民まつり2013」　
がんばろう!!東北 がんばろう!!日本 〜チカラをひとつに〜

「ミニまつぶし2014」
子どもスタッフ募集！

出
店
者
等

募
集
！

賑わう模擬店コーナー (「まつぶし町民まつり2012」より)
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問合せ／社会教育担当 990-9011

問合せ／総合政策担当 991-1818

教育文化振興課のお知らせ

企画財政課のお知らせ

■日時／ 10月12日(土)午前8時10分集合･午後5時頃解散(集合･解散はともに東武伊勢崎線新越谷駅西口)
　　　　※雨天決行
■内容／コースは4種類！希望するコースをお選びください。

「まんまるバスツアー」 参加者
募集！〜いってみたいなとなりまち〜

▶コース①　(松伏町､吉川市､八潮市が中心のコースです)
 　田園ホール･エローラ「ミニコンサート」→だるまの絵描き体験→昼食「鯰(なまず)天丼」→おもしろ
　消しゴム工場(㈱イワコー )→草加市伝統産業展示室(せんべい等の歴史･お買い物)
▶コース②　(松伏町､三郷市､八潮市が中心のコースです)※親子おすすめコースです。
 　田園ホール･エローラ「ミニコンサート」→リユース(ゴミ処理施設)→昼食「こだわりカレー」→日比
　谷花壇によるフラワーアレンジメント教室→公園散策→おもしろ消しゴム工場(㈱イワコー )
▶コース③　(松伏町､越谷市､草加市が中心のコースです)
 　田園ホール･エローラ「ミニコンサート」→リユース(ゴミ処理施設)→昼食「和食」→松並木散策･草加
　市伝統産業展示室(せんべい等の歴史･お買い物)→せんべい手焼き体験(山香煎餅)
▶コース④　(松伏町､越谷市､草加市が中心のコースです)
 　田園ホール･エローラ「ミニコンサート」→キャンベルタウン野鳥の森→昼食「地場野菜イタリアン」
　→松並木散策･草加市伝統産業展示室(せんべい等の歴史･お買い物)→砂子箔加工体験(㈱菊池襖紙工場)

■費用／全コース 1人2,000円(昼食代･体験料等)
■募集人数／各コース42名(定員を超えた場合､抽選)
■対象／松伏町､草加市､越谷市､八潮市､三郷市､吉川市にお住まいの方
■�申込み･問合せ／ 8月30日(金)(必着)までに､往復ハガキ又はＥメールで､参加者全員の住所､氏名､年齢､性
別､電話番号､希望コース(第４希望まで記入可)を記入して､次の送付先へお申し込みください。複数人数で
お申し込みの場合は､1回の申込みで4名までです。
　【送付先】埼玉県東南部都市連絡調整会議事務局(越谷市役所企画課内)
　　　　　 〒343-8501越谷市越ヶ谷四丁目２番１号 048-963-9112(直通)
　　　　　 000S0701@city.koshigaya.saitama.jp
　※ 詳しくは､同調整会議ホームページ(http://www.saitamakentounanbu.jp)又は町ホームページをご

覧ください。

一般参加者募集！松伏町民文化祭 
　今年度の文化祭テーマは「みんなでつくろう文化祭」です。みんなで楽しい一日にしましょう！
参加希望の方は､下記のとおりお申し込みください。

■日時／ 11月3日(日･祝)開会式 午前9時～
　【展示の部】､【アトラクションの部】  午前9時30分～午後4時
■場所／中央公民館(田園ホール･エローラ)
■費用
　【展示の部】テーブル1卓400円･パネル1枚500円……スペースは限られています。
　【アトラクションの部】10分 1,000円……1サークル10分以内です。
■説明会／ 9月下旬予定　※必ず出席してください。
■申込み／ 8月30日(金)までに社会教育担当へ(応募者多数の場合､抽選)。
■�その他／松伏町民文化祭実行委員会に出席及び文化祭当日の後片付け等､松伏町文化協会と一緒に
活動していただきます。
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保健センターのお知らせ 問合せ／保健センター 992-3100

問合せ／保健センター 992-3170･4323

　風しんの抗体のない妊娠中(特に初期)の女性が風しんにかかると､先天性風しん症候群(白内障､心疾患､
難聴など)の赤ちゃんが生まれることがあります。松伏町では先天性風しん症候群を予防するための対策と
して､風しんワクチン接種費用の一部助成を行います。
■�対象者／接種日において､松伏町に住民登録のある方で､風しんにかかったことがなく､かつ風しんの予
防接種を受けたことのない①､②に該当する方
　①19歳～49歳までの妊娠を予定又は希望している女性
　②妊婦の夫又は胎児の父親で19歳以上の男性
■助成額／ 3,000円(1回限り)
　※ただし､接種料金が3,000円未満の場合は接種料金の額となります。
■助成対象接種期間／平成25年4月1日から平成26年3月31日までの接種
■申請受付期間／平成25年8月1日から平成26年4月10日まで
■�接種医療機関／指定の医療機関はありません(国内の医療機関に限る)。予防接種を希望される方は､予
め医療機関にご予約ください。
■申請に必要なもの
　医療機関で予防接種を受けた後､次の1～5の書類を松伏町保健センターへ持参してください。
　1　松伏町大人の風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(町ホームページから印刷可)　　
　　  ※振込み口座の金融機関名､支店名､口座番号､口座名義人記入欄あり。
　2　印かん(申請書に押印するため)
　3　 予防接種を受けたことが分かる書類(予防接種済証､予診票等)の写し(被接種者名､予防接種名､接種

日､接種医療機関が領収書に記載されている場合は３は不要)
　4　接種の際､医療機関から発行された領収書の原本
　5　母子健康手帳の「子の保護者欄」「分娩予定日欄」の写し(対象者②の方のみ)
■注意事項／現在､妊娠している方又はその可能性がある方は､接種できません。
　接種後2か月間は妊娠を避けましょう。
■その他／風しんについては､厚生労働省ホームページ､埼玉県ホームページをご覧ください。

大人の風しん予防接種費用の一部を助成します

熱中症の予防について

▶こまめな水分･塩分の補給
　※高齢者､障がい児･障がい者の方は､のどの渇きを
　　感じなくても､こまめに水分補給をしましょう。

▶扇風機やエアコンを使った温度調整
▶ 室温が上がりにくい環境の確保(こまめな換気､　
遮光カーテン､すだれ､打ち水など)
▶こまめな室温確認､ＷＢＧＴ値(※)の測定
　※ＷＢＧＴ値･･･気温､湿度､輻射熱から算出され
　　る暑さ指数で､熱中症予防のために運動や作業
　　の強度に応じた基準値が定められています。

　熱中症の予防には､「水分補給」と「暑さを避けること」が大切です。
　自分の体調の変化に気をつけるとともに､周囲の人にも気を配り､熱中症を防ぎましょう。

▶こまめな体温測定
　 (特に体温調整が十分でない高齢者､障がい児･障
がい者､子ども)
▶通気性の良い､吸湿･速乾の衣服着用
▶保冷剤､氷､冷たいタオルなどによる体の冷却

▶日傘や帽子の着用
▶日陰の利用､こまめな休憩
▶通気性の良い､吸湿･速乾の
　衣服着用

水分･塩分補給

外出時の準備

体調に合わせた取り組み

熱中症になりにくい室内環境
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まちづくり整備課のお知らせ

問合せ／保健センター 992-3170･4323

問合せ／土木担当 991-1823

■対象者／子宮がん検診　20歳以上(平成6年3月31日以前の奇数月に生まれた女性)
　　　　　乳がん検診　　40歳以上(昭和49年3月31日以前の奇数月に生まれた女性)
　※がん検診推進事業無料クーポン券対象者はすでに個別通知しています。
■�申込み／ 8月26日(月)から電話で保健センターへ (受付時間：平日午前8時30分～午後5時15分)。
　※①75歳以上の方､②住民税非課税世帯､③生活保護受給者の方は無料。
　　②､③の方は､保健センターに事前に印かんを持参の上､申請してください。
■検診会場／保健センター
■検診料／子宮頸がん検診 700円､乳がん検診 2,000円
■持ち物／健康手帳(お持ちの方)､検診料

■子宮頸がん検診注意点
　　▶妊娠中､生理中及び生理終了後３日以内､子宮全摘出手術を受けた方は､受診できません。
　　▶受診される方は､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。
■乳がん検診注意点
　　▶妊娠中･授乳中､心臓ペースメーカー使用､豊胸術を受けた方は受けられません。

■対象者／20歳以上(平成6年3月31日以前の奇数月に生まれた女性)
■実施医療機関／ねもとレディースクリニック　　 991-5216(要予約)
　　　　　　　　さくら医院(吉川市平沼1692-1)  048-982-5511(予約不要)　
■日程／12月28日(土)までの診療時間内 
■検診料／子宮頸がん 1,700円､子宮頸がん･体がん(医師の指示のある方のみ) 2,500円
　※詳細は､広報７月号保健センターのお知らせ(Ｐ.19)をご覧ください。

　町内で町が管理する町道の長さは約262㎞あります。
　町道の修繕については､職員が定期的にパトロールを行って
おり､陥没等が確認された場合､適宜修繕を行っていますが､町
内全域の町道を確認することは難しい状況です。
　そのため､町民の皆さんから道路の破損等の情報の提供をお
願いいたします。
　自宅近くの道路､普段良く通行する道路に破損等がありまし
たら､土木担当までご連絡いただきますようお願いします。

町道の破損等をお知らせください

子宮がん･乳がん検診について

種目 内容 日程 時間

 子宮頸がん  ･ 内診
 ･ 細胞診

▶子宮頸がん･乳がん同日実施(いずれかのみも可)　
　10月４日(金)､８日(火)､15日(火)､
　11月１日(金)､５日(火)､15日(金)､26日(火)

午後

 乳　が　ん  ･ 視触診
 ･ マンモグラフィ

▶乳がんのみ
　９月７日(土)､11月24日(日) 午前･午後

子宮頸がん､乳がん集団検診

子宮がん個別検診

町道陥没
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国民健康保険加入者の方へ
住民ほけん課のお知らせ 問合せ／国保年金担当 991-1868

　特定保健指導とは､特定健診､人間ドックの結果から､生活習慣病を発
症する可能性が高いと判定された方に､食事や運動などの生活習慣の改
善ができるようお手伝いをするものです。
■保健指導の内容
　 　対象となった方の健康についての考え方や生活習慣､仕事やご家庭
の状況を考慮し､保健師や管理栄養士が一緒に計画を立てます。対象
となった方それぞれにあった方法や内容で生活習慣の改善ができる
よう､面接や電話などによりサポートします。
■リスクの程度に応じて2種類の支援をします
　▶動機付け支援 …  生活習慣改善のための目標を立て､行動するきっ

かけづくりを支援します。
　▶積極的支援 　…  生活習慣改善のため､継続的な行動ができるよう

に､きめ細やかな支援をします。支援期間はおお
むね6か月です。

■費用／無料
■�利用の仕方／特定保健指導の対象となった方には､個別に詳しいご案内をしますので､ぜひご利用く
ださい。

■医療機関窓口での支払が自己負担限度額までとなります
　 　医療機関の窓口で支払った自己負担額が世帯ごとの限度額を超えた場合､その限度額を超えた額が
高額療養費として給付されます。
　 　ただし､70歳未満の方が入院する場合､「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで､医療機
関の窓口での支払を自己負担限度額までとすることができます(ベッド代等保険適用外のものや入院
時の食事代を除く)。
■申請に必要なもの
　▶認定を受ける方の国民健康保険被保険者証
　▶運転免許証､パスポートなど､来庁される方の本人確認書類
　▶委任状(認定を受ける方と別世帯の方が来庁する場合)
※ただし､申請時に国民健康保険税の滞納がある世帯は､認定証の交付ができません。
　また､住民税非課税世帯の方については､上記とあわせて入院時の食事代を減額する制度があります。
■「限度額適用認定証」は毎年更新が必要です
　 　「限度額適用認定証」の有効期限は､通常､毎年7月31日までとなっています。「限度額適用認定証」
は申請月の1日から有効となりますので､8月以降も入院を予定されている方は､8月中に再度の申請
をお願いします。

入院時には「限度額適用認定証」を
ご利用ください

特定保健指導をご利用ください
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総務課のお知らせ

住民ほけん課のお知らせ

問合せ／庶務防災担当 991-1895

問合せ／高齢福祉担当 991-1884

　後期高齢者医療で受けられる主な給付は次のとおりです。
■補装具を製作したとき
　 　医師が必要と認めた治療用装具(コルセット･義足など)の購入費用のうち､自己負担分を除いた額を給付
します。
■病院に支払う医療費が高額になったとき(高額療養費)
　　１か月の医療費の自己負担限度額を超えたときは､超えた額を給付します。
■入院したとき(食事代)
　 　入院中の食事にかかる費用のうち､一部(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき､差額を後期
高齢者医療制度において負担します。

【高額療養費の限度額及び入院時食事代】

　
　住民税非課税世帯の方は､入院の際に自己負担限度額と食事療養標準負担額が減額される制度があります。
利用する場合､「限度額適用･標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。　
■医療費と介護サービス費が共に高額になったとき
　 　世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方全員が､1年間
に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し､基
準額を超えた場合にその超えた金額を給付します。

■被保険者が亡くなられたとき　　
　　葬祭費として5万円を給付します。

自転車盗難の対策
　埼玉県内における自転車盗難の
発生件数は､刑法犯罪の中で最も
被害件数の多い犯罪で､全刑法犯
罪の約26.5％を占めています。
▶ どんな場所(自宅の庭や駐輪場)
でも鍵をかけましょう。
▶鍵は二重ロックにしましょう。
▶路上駐輪はやめましょう。

後期高齢者医療の主な給付制度について

夏期の防犯対策について

所得区分　 自己負担限度額 食事療養標準負担額
(1食あたり)外来(個人ごと) 入院＋外来(世帯合算)

現役並み所得者 44,400円 80,100円＋(医療費－267,000円) ×１％※注１
260円

一般 12,000円 44,400円

低所得Ⅱ
8,000円

24,600円  90日まで210円
 90日超160円※注2

低所得Ⅰ 15,000円 100円

所得区分 自己負担限度額(年額)
現役並み所得者 670,000円
一　般 560,000円
低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円

※注１　過去12か月に3回以上高額療養費に該当した場合､４回目以降は限度額が44,400円になります。
※注２　過去12か月の入院日数に応じて食事代が変わります。

(注)1年間は､毎年8月1日～翌年7月31日までとなります。

　夏期は､気分も開放的となり気が緩むことから､犯罪が多発する時期です。
　被害に遭わないために､日ごろからの防犯意識を心掛けましょう。

女性を狙った犯罪対策
▶ なるべく暗い道や人通りの少な
い場所は避けましょう。
▶ 夜間の一人歩きの際のスマート
フォンやイヤホンの使用は避け
ましょう。
▶ 帰宅時に玄関へ入る際､「ただ
いま」などで家人の存在をアピ
ールしましょう。

メールマガジン犯罪捜査官News
　埼玉県警察が認知した事件･事
案概要をメール配信しています。
自主的な防犯対策に役立ててくだ
さい。埼玉県警察ホームページか
ら登録手続きをしてください。

【高額医療･高額介護合算療養費】
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特別対策実施中

まちづくり整備課のお知らせ

総務課のお知らせ

問合せ／下水道担当 991-1844

問合せ／庶務防災担当 991-1895

死亡事故多
発非常事態

9月23日(月)まで

平成25年度上河原地区における
公共下水道工事について

　平成25年9月上旬から平成26年3月下旬ま
で､右記のか所で､道路に下水道管を埋設する
工事を行います。その後の舗装復旧工事は､平
成26年8月頃を予定しています。
　工事に先立ち､補償コンサルタント業者が家
屋の事前調査を行い､工事請負業者が宅内のマ
スの設置場所を確認させていただきます。
　工事中は､近隣にお住まいの方には大変ご迷
惑をおかけしますが､ご理解とご協力をお願い
します。
　また､公共下水道が使用できる区域になりま
すと(平成26年4月1日予定)､土地の面積１㎡
当たり650円の受益者負担金が土地所有者に
かかります。

※県道は､川側(片側)のみの工事です。

　8月はチャイルドシート･シートベルト着用促進月間です。
　警察庁によると､交通事故のとき､チャイルドシートを「していない場合」の
死亡重傷率は「している場合」の約3.8倍､シートベルトを「していない場合」
の致死率は「している場合」の約14倍となっています。

■子どもたちの命を守るチャイルドシート(非着用は違反点数１点)
　 　自動車の運転者には､6歳未満の幼児を車に乗せるときのチャイルドシート使
用が義務付けられています。

　　「そのまま座る」､「だっこ」､「シートベルト」では子どもを守れません。

■忘れず確認！後部座席もシートベルト！
　(非着用は違反点数１点[高速自動車国道等のみ])
　　平成20年6月1日から､運転席､助手席に加え「後部座席」のシートベルト着用が義務付けられています。
　 　「後部座席」のシートベルト着用は､運転席､助手席同様､交通事故のときに､被害を小さくすることができ
ます。車に乗る際は､全席シートベルト着用を徹底しましょう。

工 事 か 所

県
道
春
日
部
松
伏
線

←
至
春
日
部

か
が
り
火
公
園

大
落
古
利
根
川

至野
田→

下水道マスコットキャラクター「スイスイ」
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放射線量測定結果について
問合せ／生活環境担当 991-1840

問合せ／商工担当 991-1854

問合せ／生活環境担当 991-1839環境経済課のお知らせ

困った時は､お気軽に消費生活センター
(月～木曜日 午前10時～正午､午後1時～4時 991-1854)にご相談ください。

Q 　

A 　

消費生活情報
　突然､応募した覚えのない懸賞金に当選したというメールが届いた。懸賞金をもらうために
は個人情報を業者に知らせる必要があるが､信用できるか？

　懸賞金が当選したというメールが届き､懸賞金を受け取るには手続きが必要と言われ､ポイン
トを購入させられたりしてお金をだまし取られるケースが目立ちます。
　応募していない懸賞金に当選するはずがありません。懸賞金を受け取るために言われるまま
にお金を支払ったり､個人情報､クレジット情報､口座情報などを絶対に教えてはいけません。
　万一､お金を支払ってしまった場合､次々と請求が来ることがありますが､応じずメールアド
レスを変更するなどして対応しましょう。　　　　　　　　　　　「(独)国民生活センターより」

　雑
ざつがみ

紙を燃えるごみに入れていませんか？
　燃えるごみ一袋のうち､紙類の占める割合は約20％にものぼります。
　燃えるごみにせず､分別して資源として出しましょう。

　こんなものも雑紙で出せます。
　　▶トイレットペーパーの芯､ラップの芯▶お菓子の箱▼包装紙
　　▶ティッシュペーパーの箱▶ストッキングや靴下の台紙
　　▶ハガキ･封筒･メモ用紙▶ポケットティッシュの広告の紙　
　　▶博物館などの入場券　ほか
　※雑紙の収集時間は新聞･布類と異なる場合があります。

ちょっと待って！雑
ざつがみ

紙は大切な資源です

ごみ箱のそばに雑紙を入れる紙袋
があると､そのまま回収に出せて便
利です。ぜひ､お試しください！

効果
あり！

　町では､福島第一原子力発電所の事故に伴い､町民の皆さんの安全の確保と不安の解消を図るため､平成23
年6月7日から､毎週火曜日に町内11箇所で放射線量の測定を開始しました。
　これまでの測定結果の平均値は0.101マイクロシーベルト毎時で､町の基準である0.190マイクロシーベル
ト毎時を大幅に下回り､数値が減衰､安定している状態です。
　また､埼玉県の放射線量測定は測定箇所及び測定回数を減らし実施しています。
　町では今後､毎週実施している放射線量測定を月1回に実施することとしました。
■測定日／7月2日(火)<第95回測定>※単位はマイクロシーベルト毎時

　※ 町の基準…0.190マイクロシーベルト毎時(5市1町の基準は､測定の高さ地上１メートル0.230マイクロ
シーベルト毎時ですが､町では地上50センチメートルの高さにおける測定値が0.190マイクロシーベル
ト毎時を超えた場合は､放射線量低減化作業を行うこととしています。)

　※その他の施設については､町ホームページをご覧ください。

　 測定場所 測定値
最小値  金杉小学校(土の上) 0.057
最大値  老人福祉センター (土の上) 0.112



　まつぶし緑の丘公園で､NPO法人･松伏公園都
市づくり協会によるホタル鑑賞､ミニコンサート､
各種模擬店などが行われました。

　吉川市市民プールで開催され､参加者は､水の
事故の現状を学び､いざという時のために､ペッ
トボトルを使った救助方法を体験しました。ま
た､カヌーの基礎技術を学び､水の楽しさを体験
しました。

　日頃､活動している場所からＢ＆Ｇ海洋センタ
ーまでの道路のごみ拾いを行いました。松伏町
スポーツ少年団193名が参加し､ごみ袋6袋分(約
100kg)のごみが集まりました。

　6月に小学校3校で開催した音楽鑑賞教室
の講師である､東京ヴィヴァルディ合奏団音
楽監督の渡部 宏氏が、小学校3校と中央公民館
図書室に「地球博物学大図鑑」を寄贈されました。

　保護司会･更生保護女性会による「犯罪や非行
の防止」と「立ち直った人の受け入れ」のPRが行
われました。

ZOOM UP !
第8回ホタル観賞とミニコンサートの夕べが
開催されました【7月6日･7日】

「カヌー＆水辺の安全教室」が行われました
【7月15日】

Ｂ＆Ｇ財団事業「クリーンフェスティバルＩＮ
まつぶし」が行われました【6月22日】

小学校3校､中央公民館図書室に図鑑を寄贈さ
れました【7月12日】

法務省主唱「社会を明るくする運動」街頭PR
が行われました【7月4日･9日】

今月の表紙

　まつぶし緑の丘公園
内のじゃぶじゃぶ流れ
では､暑い日差しの下､
たくさんの子どもたち
が水遊びを楽しんでい
ます。夏休みに､ご家族
で遊びにきませんか。
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錦織�健�テノール･リサイタル

■�日時／9月16日(月･祝)【1回目】
　 午前10時30分～(午前10時開
　 【2回目】午後2時～(午後1時30分
開場)
■�場所／八潮メセナホール
■�費用／ 1,800円(全席指定､八潮
市民は300円引き※市内在住･
在勤･在学を証明する書類が必
要)､2歳以下のひざ上鑑賞無料
■問合せ／八潮メセナ
　 048-998-2500

■�日時／8月24日(土)午後7時～8
時30分(雨天の場合は8月31日
(土)に順延)※周辺道路の通行止

めあり
■�場所／江戸川運動公園
■�問合せ／三郷市商工会青年部
　 048-952-1231

■�日時／8月24日(土)【1回目】午
　10時～､【2回目】午後1時30分～
■�場所／吉川市中央公民館ホール
■�内容／ ｢ドラえもん のび太の恐
竜2006(107分)｣
■対象／幼児～一般　
■定員／各回先着400人 
■費用／無料
■�問合せ／中央公民館
　 048-981-1231

■�日時／【前夜祭】8月23日(金)午
　 7時～9時【本祭】8月24日(土)･25

日(日)午後5時10分～9時(流し
　り)※会場周辺の交通規制あり
■�場所／【前夜祭】サンシティ･サン
シティ前ショッピング広場
　【本祭】新越谷駅･南越谷駅周辺
■�問合せ／南越谷阿波踊り振興会
事務局 048-986-2266

■�日時／9月8日(日)午前11時開演
■�場所／草加市文化会館
■�出演／加羽沢美濃､上松美香､花
井悠希､塩野雅子､花そよか 
■費用／入場料【全席指定】 大人1,5
　00円､中学生以下500円､ペア
　人と中学生以下)1,800円､2歳
　以下のひざ上鑑賞無料 
■�申込み･問合せ／草加市文化会
館 048-931-9325

ウィーン･ピアノデュオ 
クトロヴァッツ コンサート

　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】
※チケット好評発売中！
※未就学児の入場は
　ご遠慮ください。

Ｃ大八木宏武(都恋堂)

後

踊

(大

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
親子でドリーミン♪コンサート

 吉川市
夏休み映画会

 越谷市
第29回南越谷阿波踊り

 三郷市
2013みさとサマーフェスティバ
ル花火大会

 八潮市
八潮オリジナル市民ミュージカル

「ブキッチョ 2013ver.」

■�日時／10月6日(日)午後2時開演
(1時30分開場)
■�出演／ヨハネス･クトロヴァッツ､
　エドワード･クトロヴァッツ
　(ピアノ)
■�曲目／ショスタコーヴィッチ：

2台のピアノのための小協奏曲
op.94､リスト：交響詩「マゼッパ」､ピアソラ(山本
京子編曲)：リベルタンゴほか
■�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：8月3
日(土)､一般の方：8月9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。

Piano Duo Eduard and Johannes Kutrowatz

場)､

前
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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。

【赤岩地区公民館】
 花鳥の夢　　　　　　　　　　山本　兼一　著
 ひとりぼっちの幸せ　　　みつはしちかこ　著
 夜の迷路で妖怪パニック　　　三田村信行　作

【中央公民館】
 愛に乱暴　　　　　　　　　　吉田　修一　著
 僕の心の埋まらない空洞　　　平山　瑞穂　著
 カエルのおでかけ　　　　　　高畠　那生　著

  

■�日時･場所／8月10日､24日 赤岩地区公民館 和室
　8月17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／8月10日 「にょろにょろうなぎ」
　8月24日「たこつり」
　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／ 8月25日(日)午後1時30分～(1時間程度)
■�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／ 8月10日(土)午前9時～11時
■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

　カヌーの基本知識･技術を講習します。また､水
の事故防止の対処方法を学びます。
■日時／ 9月7日(土)午前9時～11時30分
■場所／吉川市市民プール
■対象／松伏町･吉川市在住の小学1年生以上
■定員／ 20名(申込み順)
■費用／ 300円(保険代等)
■�申込み･問合せ／ 8月3日(土)から､費用を添えてＢ

＆Ｇ海洋センターへ(電話申込み不可)。

■�日時／9月28日(土)午前6時 Ｂ＆Ｇ海洋センター
集合･バス出発(小雨決行)
■�場所／湯沢高原 ミニトレッキングコース(1時間
コース)
■�対象／小学生以上で､全行程(1時間コース)を歩け
る方。小学生は保護者の同伴が必要です。
■�費用／ 4,000円(保険代･バス代等)。
■�持ち物／歩きやすい服装､水筒(※雨の予報の場合
は雨具)
■�申込み･問合せ／ 8月10日(土)午前9時から､費用
を添えてＢ＆Ｇ海洋センターへ(電話申込み不可)。

作って遊ぼう

おはなしランド
◆
日
時
／
８
月
５
日（
月
）
◆
問
合
せ
／
児
童
館
ち
び
っ
子
ら
ん
ど�　
９
９
３･

０
２
０
２

児
童
館
ち
び
っ
子
ら
ん
ど
の
休
館
日 赤岩地区公民館のお知らせ

中央公民館のお知らせ

5日(月)･12日(月)･19日(月)･26日(月) 
28日(水)は設備点検のため､臨時休館。

5日(月)･12日(月)･19日(月)･26日(月) 
7日(水)は設備点検のため､臨時休館。

8月の休館日

8月の休館日

今月の新着図書ご案内

TEL 5日(月)･12日(月)･19日(月)･26日(月) 

8月の
一般開放日

10日(土) 午後1時〜9時
25日(日)午後1時〜9時(アリーナ)
　　　　午前9時〜午後9時(武道場)
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
8月の休館日

トレーニング講習会

気楽に遊び体

カヌー＆水辺の安全教室

再発見ハイキング



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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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　松伏町子ども会育成会連絡協議会(松子連)は､任意
加入の町内の子ども会で組織されている団体です。
　松子連は子ども会以外にもご家庭毎に入会できる
ようになりました。
■資格／松伏町内在住の子ども
　※ 平成25年4月2日現在で満3歳以上(就学前3年

以上)の者が加入できます。
■年会費／ 340円(支払い後の返金はできません)
　 小学生が入会する場合は､松子連会費200円と共
済掛金等140円(幼児､保護者が入会する場合は､
共済掛金等140円が必要です)
■�方法／入会書に必要事項を記載し､年会費を添え
て事務局に提出してください。
■�問合せ／松伏町子ども会育成会連絡協議会事務
局(教育文化振興課内) 990-9011

■日時／9月1日(日)午前8時～(予定)
　　　　予備日9月8日(日)
■場所／松伏記念公園テニスコート
■�種目／男子ダブルス1部･2部(初級)､女子ダブル
ス1部･2部(初級)
■�対象／ペアの一人が町内在住､在勤､在学の方及び
町テニス協会員
■費用／ 1組3,000円
■�その他／集合時間､組合せは､8月24日(土)以降に
連絡します。
■�申込み･問合せ／ 8月16日(金)までに住所･氏名
･電話番号を明記の上､FAXでテニス協会 増田ま
で。 991-7717

■日時／ 9月14日(土)午後1時30分開演(1時開場)
■場所／田園ホール･エローラ(中央公民館)
■費用／入場無料
■曲目／星めぐりの歌､川の流れのように他
■問合せ／戸辺 991-7704

■日時／水曜日 月2回
　午後4時～5時･･･幼児
　午後5時～6時･･･小学生～中学生
■場所／中央公民館
■内容／フラとタヒチアンの練習
■問合せ／田

た わ ら

原 080-3472-5217

■日時／土曜日 月3回 午後7時～9時
■場所／中央公民館ほか
■費用／入会金2,000円　月会費4,500円
■問合せ／吉田 992-4518

▶健康ヨガ教室
　日時／ 8月4日(日)､25日(日)午前10時～
▶エンジョイダンス教室
　日時／ 8月7日､14日､21日､28日
　　いずれも水曜日 午前10時～
▶ストレッチ＆バランス教室
　日時／ 8月6日､20日､27日
　　いずれも火曜日 午前11時～
▶ケンコー吹矢教室
　日時／ 8月9日､23日
　　いずれも金曜日 午後1時30分～
※ 上記4教室は､場所：Ｂ＆Ｇ海洋センター ､対象：

16歳以上の方､費用：300円(保険代等)。マッピー
メンバーシップカードの割引適用あり。
■申込み･問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター

■日時／ 8月17日､31日､12月7日､28日
　いずれも土曜日 午後1時30分～3時30分(全4回)
■場所／松伏中学校 図書室
■内容／夏の花･重陽の節句花･クリスマス花･お正
　月花など､季節の花を活ける全4回の講座です。
■�対象／町内在住､在勤､在学で4回全て参加可能な方
■定員／ 8名(申込み順)
■費用／ 4,500円(4回分)
■持ち物／花切バサミ､花を持ち帰る袋
■�申込み／8月1日(木)から8日(木)までに費用を添
えて教育文化振興課へ。

　サークルマップーとは､町内の公共施設を利用し､
定期的にサークル活動を行っている団体を紹介した
冊子です。
■�対象／町内の公共施設を利用し､町民が主体と
なって活動している団体(※営利､政治､宗教活動
を目的とした団体は除く。)
■�申込み／8月30日(金)までに､各公共施設にある
「サークルマップー掲載申込書」に必要事項を記
入の上､各公共施設の窓口へ。
■問合せ／教育文化振興課

25周年記念公演 はつらつ合唱団

エローラ混声合唱団　団員募集

サークルマップーへの掲載希望団体募集

松子連の加入方法が変更になりました

フラダンス タヒチアンキッズ「アロハ フラ キッズ」

学校開放講座「季節を彩る いけばな講座(小原流)」
教育文化振興課のお知らせ サークル掲示板

秋季松伏町テニス大会参加者募集

総合型地域スポーツクラブ｢マッピー松伏」



　＞＞＞情報ストリート
＜県内の催し＞　

■日時／ 8月25日(日)午前9時～正午
■場所／吉川消防署(吉川市大字会野谷481)
■内容／心肺蘇生法･ＡＥＤの手順など
■定員／ 30名(申込み順)
■受付期間／ 8月5日(月)～19日(月)
■問合せ／吉川松伏消防組合 警防課
　 048-982-3968

作品コンクール(作文･標語･書道･ポスター ･新聞部
門)の作品募集
　 作 品の送付先／〒338-0837　埼玉県さいたま市
桜区田島7丁目2番23号 (公財)埼玉県下水道公
社経営企画課 作品コンクール担当

　 申込み･問合せ／ 9月17日(火)(必着)までに
　　(公財)埼玉県下水道公社 経営企画課
　　( 048-838-8585)へ。
水循環センター見学会
　日時／ 9月8日(日)～10日(火)
　　【午前の部】午前10時～
　　【午後の部】午後1時30分～
　場 所／中川水循環センター (三郷市番匠免3-2-2)
ほか

　申 込み･問合せ／ 9月5日(木)までに(公財)埼玉県
下水道公社中川支社( 048-952-3351)へ。

＜町の募集＞

■日時／９月12日､19日､26日､10月10日､17日､
　24日 いずれも木曜日 午前10時～11時(全６回)
■場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター
■対象／原則として65歳以上の方
■定員／ 30名(申込み順)
■�持ち物／室内用運動靴､汗ふきタオル､水分補給
用飲料水､ヨガマット(バスタオルでも可)

＜町内の催し＞　

こどものもりの「なつまつり」で一緒に盆踊りをし
ましょう
　日時／ 8月3日(土)午後3時30分～6時30分
　対象･定員／ 0～5歳児･定員なし
一緒に紙芝居や手あそびを楽しみましょう
　日時／ 8月29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
園庭で一緒に遊びましょう(園庭開放日)
　日時／ 8月30日(金)午前9時30分～11時
　対象･定員／ 0～5歳児･定員なし
■�申込み･問合せ／電話でこどものもり( 991-
4854)へ。

　体に絵の具をペタペタして遊ぼう！
■日時／ 8月26日(月)午前10時～11時
■場所／大川戸幼稚園
■対象･定員／ 2～3歳児･10名
■費用／無料
■持ち物／汚れてもよいパンツ､タオル
■申込み･問合せ／大川戸幼稚園 991-2277

■日時／ 8月3日(土)午後2時～
■�内容／松伏町のキャラクター「マップー」に質問
をしよう▶松伏町クイズに答えよう▶マップー
と写真を撮ろう(カメラは各自ご用意ください。)
■問合せ／児童館ちびっ子らんど 993-0202

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

各課のダイヤルインをご利用ください。
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普通救命講習会

大川戸幼稚園「幼稚園で遊ぼう！」

第53回「下水道の日」関連事業

マップーが児童館にやってくる！

催 し₁₀
月
か
ら
役
場
で
パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
受
付
が
始
ま
り
ま
す
！

詳
し
く
は
広
報
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号
で
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ら
せ
し
ま
す
。

募 集

リズムダンス教室　参加者募集

会いに
  きてね！
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各課のダイヤルインをご利用ください。

＜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/

■受付期間／ 8月1日(木)～23日(金)
■第一次試験日／ 9月22日(日)
■試験区分(男性･女性)､及び受験資格

■申込み･問合せ／埼玉県警察採用センター
　 0120-373514
　吉川警察署 048-958-0110

■講師／鈴木裕美子先生
■費用／無料
■�申込み･問合せ／ 8月5日(月)より電話で住民ほけ
ん課( 991-1884)へ。

【会場と日程】  週1回全8回コース

■時間／【午前の部】午前10時～正午　
　　　　【午後の部】午後1時30分～3時30分
■対象／原則65歳以上の方
■費用／無料
■�申込み･問合せ／ 8月5日(月)から電話で住民ほけ
ん課( 991-1884)へ。申込み順で定員になり
次第締め切り。

＜県の募集＞　

■募集開始／ 8月1日(木)～
■対象／ 55歳以上の県民
■受講期間／ 9月～平成26年2月
■場所／県内14大学､都内1大学
■科目／経済政策､政治学､社会福祉､語学など
■費用／各科目10,000円程度
■�申込み／県ホームページの募集案内を確認の上､
各大学へ直接お申込みください。
■問合せ／埼玉県高齢介護課 048-830-3263

番
号 会場名 時間 定員

（名） 期 間

１ 赤岩農村
センター 午前 25

  8/20・27、
  9/  3・10・17・24、
10/  1・  8
いずれも火曜日

２ 老人福祉
センター 午後 30

  8/20(火)・27(火)、
  9/  3(火)・10(火) ･
　　18(水)・25(水)、
10/  1(火) ･   8(火)

３ 松伏会館 午前 25

  8/21・28、
  9/  4 ・11・18・25、
10/  2・  9
いずれも水曜日

４
外前野記念
会館 ハーモ
ニー

午後 25

５
ふれあい
センター　
Bコース

午前 30

６
ふれあい
センター　
Cコース

午後 30 試験区分 受験資格(年齢は平成25年4月1日現在)

Ⅰ類
学校教育法による大学を卒業又は平成26
年３月までに卒業見込みで､昭和58年4月
2日以降に生まれた人(29歳まで)

Ⅱ類

昭和58年4月2日から平成6年4月1日まで
に生まれ､下記(1)又は(2)に該当する人(19
歳～ 29歳)
学校教育法による短期大学又は専修((( 

学校を卒業又は平成26年３月までに卒業
見込みの人
大学に２年以上在学し､かつ､62単位((( 

以上取得した方又は平成26年３月までに
取得見込みの人

Ⅲ類
Ⅰ類及びⅡ類に該当しない方で､昭和58年
4月2日から平成8年4月1日までに生まれ
た人(17歳～ 29歳)

武道･体育
指導Ⅰ類

Ⅰ類の受験資格を有し､卓越した柔道又は
剣道の技術を有する､いずれも段位が４段
以上の人

募集種目 応募資格 受付期間
防衛大学校学生
一般（前期）

高卒(見込含)
21歳未満の方

9月5日(木)
～ 9月30日(月)

防衛医科大学校
医学科学生
防衛医科大学校
看護学科学生

(自衛官コース)

高等工科学校
生徒(一般)

男子で中卒(見
込含)17歳未満

の方

11月1日(金)
～平成26年1月
10日(金)

いきいき健康体操教室(介護予防事業)参加者募集

生
活
保
護
１
１
０
番
（
無
料
）
◆
日
時
／
９
月
８
日（
日
）
正
午
〜
午
後
４
時　
◆
相
談
電
話
番
号
／
０
１
２
０
─
０
５
２
─
０
８
８

◆
主
催
／
全
国
青
年
司
法
書
士
協
議
会

自衛官募集

大学の開放授業講座の受講生募集

平成25年度 第2回警察官募集
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＜その他の募集＞　

　この事業は､厚生労働省から補助を受け実施して
おり､先の大戦で父等を亡くされた戦没者の遺児を
対象として､父等の戦没された旧戦域を訪れ､慰霊
追悼を行うとともに､同地域の住民と友好親善を図
ることを目的としています。
■費用／参加費1人9万円
■申込み／埼玉県遺族連合会 048-829-2025
■�問合せ／申込締切日や日程等の詳細は､(財)日本
遺族会事務局( 03-3261-5521)へ。

▶�市民フォーラム「繰り返されるいじめ問題を考
える－いじめをする子に大人は何ができるか－」
　日時／ 9月7日(土)午後1時30分～4時
　定員／ 200名(申込み順)
　費用／無料
▶�9月開講の各種講座(教養､趣味､パソコン､英会話､
中国語､韓国語､資格取得)
▶外国人のための日本語講座(基礎〜中級レベル)
　開講日･時間･受講料／講座により異なります。
■場所／文教大学(越谷市)
■�申込み／パンフレットをご請求の上､お申し込み
ください。
■問合せ／文教大学生涯学習センター　
　 0120-160-449　 048-974-8811

■�募集職種･人員／消防職員(救急救命士を含む)3名
程度
■�受験対象者／平成26年4月1日現在の満年齢が

18歳から25歳で高等学校､短期大学､大学のいず
れかを卒業又は平成26年3月卒業見込みの方
　※卒業区分により対象年齢が異なります。
■試験日／【第1次試験】9月22日(日) 
　【第2次試験】10月中旬
■�採用方法／ 2次試験合格者は採用候補者名簿に登
載され､平成26年4月1日以降に採用。
■受付期間／ 8月30日(金)～9月12日(木)
　午前8時30分～午後5時(土日を除く)
■受付場所／吉川松伏消防組合消防本部 2階総務課

■�受験案内及び申込書／消防本部､吉川消防署､南分
署及び松伏消防署
■問合せ／吉川松伏消防組合消防本部総務課
　 048-982-3918
　http://www.yoshimatsu-119.jp

＜町のお知らせ＞

　受給資格をお持ちで医療費を請求されていない
方は請求手続きをしてください。
■�対象／①身体障害者手帳1～3級の方②療育手帳
Ⓐ､Ａ､Ｂの方③65歳以上で後期高齢者医療の障
害認定を受けている方
■�持ち物／請求書(福祉健康課でお渡ししています)､
医療費の領収書
■�請求期限／医療費を支払った日の翌日から5年以内
■請求･問合せ／福祉健康課 991-1877

＜県のお知らせ＞

　子ども･高齢者に対する虐待､女性への暴力､障が
いのある人への偏見など様々な人権問題が増加し
ています。また､インターネットを悪用した人権侵
害など新たな人権問題も発生しています。
　「人権尊重社会をめざす県民運動」の一環として､
人権啓発フェスティバルを開催します。ぜひご来場
ください。
人権啓発フェスティバル「ヒューマンフェスタ
2013さいたま」
■日時／8月23日(金)午前10時～午後4時
■場所／大宮ソニックシティ (さいたま市)
■�内容／人権作文表彰･発表､人権講演会(内藤大助
さん(元ボクシングWBC世界フライ級チャンピ
オン)､ハートフルコンサート(井上あずみさん＆
ゆーゆ(歌手))など。
■費用他／入場無料。先着順(事前申込み不要)。
■問合せ／埼玉県 県民生活部人権推進課
　 048-830-2255

平成25年度慰霊友好親善事業 参加者募集

文教大学オープンユニバーシティ 受講生募集

重度心身障がい者医療費助成について
＜町のお知らせ＞

お知らせ

平成25年度吉川松伏消防組合
消防職員採用試験受験案内

8月は「人権尊重社会をめざす
県民運動強調月間」です！
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各課のダイヤルインをご利用ください。

　農薬を使用する際は､ラベルや袋に表示された使
用方法や注意事項を守ってください。散布量は最
低限にし､できるだけ農薬以外の防除方法を検討し
ましょう。
　やむを得ず農薬を使用するときは､事前に隣近所
等に周知するとともに､風向きなどに十分注意し､
事故防止に努めてください。
　また､誤飲などの事故を防止するため､小分けは
絶対に行わず､カギをかけて安全に管理してくださ
い。
　使用期限が切れた農薬を廃棄するときは､専門業
者に処理を委託するなど､各自責任を持って処分し
てください。
■問合せ／春日部保健所 048-737-2133

　埼玉県内在住の交通遺児等を対象に､援護一時金
を給付しています。
■�給付対象者／平成24年4月1日以降､交通遺児等

(交通事故により死亡又は重い障がいを負った方)
となった県内在住の18歳以下の方。
■給付額(子ども一人につき)
　10万円(1事故につき1回のみ)
■給付時期／平成25年10月又は平成26年4月
■申請書類／各市町村､学校等で配布します。
■�提出期限／【平成25年10月支給分】平成25年8月

31日まで【平成26年4月支給分】平成26年2月28
日まで
■�提出先／みずほ信託銀行浦和支店(住所：さいた
ま市浦和区高砂2-6-18､ 048-822-0191)に
郵送又はご持参ください。
■問合せ／埼玉県 県民生活部防犯･交通安全課
　 048-830-2958

　県民の皆さまの住まいに関するお困りごとに対応
するため､住宅相談窓口を設置しています。
■日時／毎日 午前10時～午後7時(年末年始は除く)
■場所／住まい相談プラザ(ＪＲ大宮駅内)
■費用／無料
■問合せ／住まい相談プラザ 048-658-3017

＜国のお知らせ＞

　気象庁は､甚だしい大雨や大きな津波等が予想さ
れ､重大な災害による危険性が高まっていることを
お知らせし､特別な警戒を呼び掛けるために､新た
に「特別警報」を発表します。特別警報の対象と
する現象は「東日本大震災」､観測史上最高の潮位
を記録した「伊勢湾台風」の高潮等が該当します。
　特別警報が出た場合､屋外の状況や､避難指示･勧
告等に留意し､ただちに命を守るための行動をとっ
てください。
　また､時間を追って発表される注意報､警報やそ
の他の気象情報を活用して､早め早めの行動をとる
ことがあなたの家族の命を守ります。
■問合せ／気象庁熊谷地方気象台防災業務課　
　 048-521-5858

＜その他のお知らせ＞

　中小企業退職金共済制度なら…
　▶掛金の一部を国が助成します。
　▶掛金は全額非課税。手数料も不要です。
　▶社外積立型なので管理が簡単です。
　▶パートタイマーさんも加入できます。
■�問合せ／ (独)勤労者退職金共済機構　中小企業退
職金共済事業本部 03-6907-1234
　http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
　　　　　　　　　　　　

教育相談会
　〜見えない･見えにくいことに関する相談〜
　日 時･場所／ 8月24日(土)【午前の部】午前10時

～正午【午後の部】午後1時30分～3時30分 
　　越谷市教育センター (越谷市増林3-4-1)､さいた
　　ま市特別支援教育相談センターひまわり窓口
　　(さいたま市中央区下落合6-10-3)
　申込締切／ 8月7日(水)
学校公開
　日 時･場所／ 9月13日(金)午前9時10分～午後12
時30分･本校(川越市笠幡85-1)

　申込締切／ 9月6日(金)
■問合せ／埼玉県立特別支援学校塙保己一学園相
　談支援部 049-231-2121

農薬は適正に使用しましょう
8月末から「特別警報」の発表を開始します

交通事故被害者のご家族への援護金について

埼玉県住宅相談について

中小企業の退職金 国の制度がサポートします

埼玉県立特別支援学校塙保己一学園
教育相談会及び学校公開



　男女共同参画というと多くの方が「それは女性のためのもの」と感じるかもしれませ
んが､男性にとっても重要な事だと思います。

　例えば､こんな経験はないでしょうか。
　▶育児休暇を取りたくても「奥さんがいるのに何で君が？」と言われ取れなかった
　▶「男は弱音を吐くべきでない」との思いから､悩み事を相談できずにいた
　「男性だから」と言う意識が､あなた個人にとっても､社会全体にとっても重荷になっていることがあるので
はないでしょうか

　「男は仕事･女は家庭」等のように性別を理由と
して役割を固定的に分ける考え方のことを「固定
的性別役割分担意識」と呼んでいます。女性が「固
定的性別役割分担意識」によって社会進出を阻ま
れてきた､ということはよく言われていますが､男
性も､「男は仕事」､「男は強くなければならない」
など､性別による役割の固定化を受けているとい
えます。

　私たちの目指す男女共同参画社会とは､男性だ
から､女性だから､ということではなく､ともにそ
の双方の人権を尊重しつつ責任を分かち合い､個
性と能力を発揮することができる社会を目指して
います。男性自身の､男性に関する「固定的性別
役割分担意識」を解消できれば､男性がより暮ら
しやすくなる社会を築いていけるのではないで
しょうか。

固定的性別役割分担意識 「男女共同参画社会」のめざすもの
〜男性にとっても暮らしやすい社会を
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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

「男性にとっての男女共同参画」

女性会員募集

「子どもからのＳＯＳ」
　子どもの「いじめ」の実態は様々です。最近では､心理的､物理的ないじめに加え､インターネットを
悪用するなど､次第にエスカレートしていく傾向にあります。いじめは､それが原因で不登校や傷害事
件､さらには自殺にまで至る場合があり､重大な人権侵害であるという認識が必要です。
　いじめにあった子どもは､自分に非があると思うようになり､その後の成長に悪影響を及ぼす可能性
もあります。さらには､いじめた側の子どもたちや､いじめを見てみぬふりをした子どもたちも､その後
の成長の中で自らが行ったことを振り返り､苦しむことになります。いじめは､被害者はもちろん加害
者も傍観者をも不幸にするのです。
　また､いじめは､当人同士での解決が困難であるにもかかわらず､子どもは周囲の大人に対して､なか
なか声に出して相談できないものです。
　大人は､子どもからのＳＯＳを見逃さないよう､子どもたちの日常生活に気を配ることが重要ではな
いでしょうか。

　埼玉県では､「すべての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会」の実現に向けて､県､市町
村はもちろん県民総ぐるみで､「人権尊重社会をめざす県民運動」を展開しています。
　8月は「人権尊重社会をめざす県民運動強調月間」です。



　平成25年4月より定期予防接種として､小学校6年生～高校1年生に相当する年齢の女子を対象に「子宮頸
がん予防ワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチン)接種」を実施していますが､6月14日に開催
された厚生労働省の厚生科学審議会で検討された結果､ワクチンとの因果関係が否定できない副反応の報告等
が相次いでいることから､当面の間､積極的な接種勧奨は差し控えることとなりました。
　なお､定期予防接種を中止するものではないので､対象者で接種を希望する場合は､有効性とリスクを十分理
解した上で､接種してください。  
　詳しくは､厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansensh
ou28/)のリーフレット「子宮頸がん予防ワクチンの接種を受ける皆さまへ(平成25年6月版)」をご覧ください。
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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。
※�9/9(月)は､秋本小児科アレルギー医院( 048-983-1515)に変更し診療を行います。

8/1(木) 津田医院 993-3111
7(水) 宮里こどもクリニック 991-5010
27(火) ねもとレディースクリニック 991-5216
28(水) 宮里こどもクリニック 991-5010
9/5(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。
8/4(日) 埼玉筑波病院 内 ･外 992-3151
11(日) 埼玉野村病院 内 ･外 992-0411
18(月) 岡村クリニック 内 991-7203
25(日) 津田医院 内　 993-3111
9/1(日) ふれあい橋クリニック 脳外･内 991-1300

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／8月19日(月)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／8月7日(水)､9月4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／8月7日(水)､9月4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・3100
　　　　　　　　　　　�� 991-2878

食生活改善推進員協議会コーナー
「親と子の料理教室」

秋の母親学級が始まります

骨密度検診(町内在住の方)のお知らせ

子宮頸がん予防ワクチン接種について

　なかなか親子で料理をつくる機会がなくても、み
んなでつくると楽しいですよ！！
■日時／ 8月24日(土)午前10時～13時00分
■場所／中央公民館 2階調理室
■対象･定員／小学生と親 16組(申込み順)
■持ち物／エプロン､三角巾､布巾1枚
■費用／ 1人200円
■申込み／電話で保健センターへ

　「骨粗しょう症」とは骨のカルシウム量が減少し､骨の内部にたくさんの小さな穴が空きスカスカな状態に
陥ることを言います。この機会に､骨の強さを調べてみましょう！

■場所／保健センター
■持ち物／母子健康手帳､筆記具
■費用／調理材料費350円　
■申込み／電話で保健センターへ。

日    時
1回目 9 / ３ (火) 13:30～16:00
2回目 9 /10 (火) 10:00～13:00
3回目 9 /17 (火) 13:30～16:00
4回目 9 /21 (土)   9:30～12:00

※ 4回目は沐
浴実習･マ
タニティ体
験ができま
す。

日程 時間 定員 会場

10/18(金)  
　   21(月)

13:30､14:00､
14:30､15:00､
15:30､16:00

各日
165人 保健センター

■�対象／ 40歳以上の女性(昭和49年3月31日以前に
生まれた方)　　
■費用／ 500円
■その他／素足になりやすい服装でお越しください。
■�申込み／ 8月26日(月)から電話で保健センターへ

(定員になり次第締切り)。
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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�(7月1日現在)
　人口／3万951人(前月比5人増)､世帯／1万1,532世帯
　男＝ 1万5,622人､女＝ 1万5,329人
●火災･救急･交通事故�(6月分)�
　火災／0件(16)､救急／ 95件(536)
　交通事故／37件(274)､死者／1人(2)

※�(����)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／8月7日(水)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／8月16日(金)､27日(火)
　　　　いずれも午後1時30分～4時
　　　　相談予約8月5日(月)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／8月16日(金)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／8月7日､9月4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(月･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／8月20日(火) 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／工業用ミシン､電子ピアノ
ゆずります／剣道道具･胴着一式､学習机
■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。　

和�田�颯�真�くん
［Ｈ23.6.4］

わが家のやんちゃ息子です♡
【優児･沙也可】（田中１丁目）

わ　��だ　�そ��う��ま�

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


