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　　   〒343-0192 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地 　　　　　　　
　　　開庁時間：午前8時30分～午後5時15分(土･日曜日及び祝日･年末年始を除く。閉庁時間は守衛室 991-1900へ)。
　　　※この広報紙は１部あたり約27円(印刷製本費)で作成されています。(再生紙を使用)
　　　※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。
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すばらしい

音色！

▲天井が高く音響が良い､最高の練習スタジオで行う器楽アンサンブルの授業(松伏高校)

今月の納期限

3月27日(日)　午前9時～午後4時まで
3月10日(木)　午後8時まで

休日
夜間

保育料3月分

町税の休日 ･
夜間納税相談窓口

役場 本庁舎 1 階　税務課

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

納期限内に納付しましょう！
　　月　　日(木)313

町税の休日 ･

･ 住みよいまちづくりのための  自治会活動……………………p.2･ 3月12日かがり火公園オープン！  3月25日～4月3日古利根川桜まつり開催！ ……………………p.3
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小学生写生大会を
開催します！
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問合せ：総務課 庶務防災担当　  991-1895

問合せ：総務課 秘書広報担当　  991-1898

　最近は､同居する家族の減少やライフスタイル､価値観の多様化の中で､時代の変化とともにご近所とのお付
き合いが薄れてきています。
　しかしながら､これからは｢大規模災害｣､｢高齢化｣､｢地域の安全安心｣など､個人(世帯)だけでは対応が難しい
課題についても備えが必要で､全国的に地域コミュニティの主体となる｢自治会活動の必要性｣が見直されてい
ます。
■自治会では､多様な活動が行われています
　各自治会では様々な行事などが行われていますが､今回は｢ゆめみ野第6自治会｣の活動をご紹介します。

   住みよい
まちづくりのための自治会活動
～一人ひとりが主役です～

　最近は､同居する家族の減少やライフスタイル､価値観の多様化の中で､時代の変化とともにご近所とのお付
き合いが薄れてきています。
　しかしながら､これからは｢大規模災害｣､｢高齢化｣､｢地域の安全安心｣など､個人(世帯)だけでは対応が難しい
課題についても備えが必要で､全国的に地域コミュニティの主体となる｢自治会活動の必要性｣が見直されてい
ます。

住住みみみよよ

子どもから高齢者まで参加したバス旅
行､今年は､世界遺産の｢富岡製糸場｣

地域みんなの健康増進と
日頃のふれあい活動とし
ての｢夏休みラジオ体操｣自治会長

の

コメント

■自治会活動は｢お互い様｣の気持ちで
　自治会に加入することによって､｢行事へ参加すること｣、｢役員が回ってくること｣、｢会費を支払うこと｣の
負担感についての意見が役場に寄せられます。
　自治会への加入は何らかの義務や負担が生じると思いますが､地域で長く生活する中では｢負担｣ばかりでな
く｢地域に助けられる｣こともあり､｢お互い様｣の気持ちが必要です。
■自治会への加入について
　自治会の入会金や会費は､自治会ごとに異なります。加入時に確認してください。
　自治会の連絡先が分からない場合は､総務課庶務防災担当へご連絡ください。

　｢広報まつぶし｣をより多くの皆さんに読んでいただけるよう､スマートフォン･
タブレット用アプリ｢i広報紙｣を導入しました。
　この無料アプリをダウンロードし登録すると､毎月1日の発行日にお知らせが届
き､いつでもどこでも､スマホなどで広報紙を読むことができます。ぜひご利用く
ださい。
■ダウンロード方法
　｢i広報紙｣のホームページにアクセスし､専用アプリをダウン
ロードしてください。
　http://ikouhoushi.jp/

　｢地域では､会員の減少や高齢化による諸課題がありますが､子どもから高齢者まで､みんなが気軽にあい
さつを交わせる地域であってほしいと願って自治会活動を展開しています。負担もありますが､地域の繋が
りは重要です。｣

｢i広報紙｣で｢広報まつぶし｣をご覧いただけます
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松伏第二小
松伏町役場

松伏交番

3月12日かがり火公園オープン！

3月25日～4月3日古利根川桜まつり開催！

■主催/松伏町古利根川桜並木保存会
■後援/松伏町･松伏町商工会

【テーマ】
古利根川の桜

【応募資格】
松伏町在住の小学生

（平成28年4月現在）
【応募締切】
4月11日(月)
　役場本庁舎1階環境経済課にて画用紙を配布し､詳細をお
伝えしますので､応募希望者は窓口までお越しください。

　町で大落古利根川沿い(堂面橋上流)に整備を進めてきた｢かがり火公園｣が開園します。
　休憩施設や健康遊具なども設置しており､町民の皆さんの新しい憩いの場としてご利用いただけます。
　また､この公園は､埼玉県が実施する｢川のまるごと再生プロジェクト｣と連携し､大落古利根川遊歩道を利用
する方の休憩や活動の拠点になることも期待して整備したものです。
　ぜひ､ご利用ください。

　田中地区の古利根川堤で､全長1.5kmにわたり､約150本のサクラが一斉に開花します。
桜まつり期間中は､ちょうちんを点灯し､夜桜も楽しめます。① かがり火公園からの桜の
景色もご覧になられてはいかがでしょうか。
■開催期間/3月25日(金) ～ 4月3日(日)
　※開花状況によって､変更することがあります。
■夜桜観賞(ちょうちん点灯)/開催期間中の午後6時～ 9時(雨天中止)
■臨時駐車場/松伏神社(開催期間中)､松伏町役場(土･日曜日のみ)､
　松伏町商工会(土･日曜日のみ)､共栄フード(日曜日のみ)

問合せ：新市街地整備課 新市街地整備･公園担当　  991-1803

■所在地/
　松伏町大字松伏4770番地1他
■公園面積/
　2,272.47㎡
■主な施設/
　築山､健康遊具､パーゴラ､シェルター ､
　ベンチ､トイレ､手足洗い場
■開園日/3月12日(土)
　【開園記念式典】　
　　午前9時30分～ 10時40分(雨天決行)
　【関連行事(古利根川アヒルレース)】
　　午前10時40分から(1個100円､5個まで)
　  ※開園日当日は､かがり火公園の駐車場は利

　用することができません。

問合せ：環境経済課　商工担当　　　　  991-1854　　
　　　　松伏町古利根川桜並木保存会　  070-5074-0563

　築山､健康遊具､パーゴラ､シェルター ､

　　午前10時40分から(1個100円､5個まで)
開園日当日は､かがり火公園の駐車場は利 シェルター

健康遊具

パーゴラ
トイレ

築山

駐車場

堂面橋

商工会
松伏神社

寿橋

共栄フード

遊歩道

葛
飾
吉
川
松
伏
線

大落古利根川
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　マイナンバーカード(個人番号カード)の申請をされた方には､カードが出来上がった方へ順次､交付通知書
(ハガキ)をお届けします。マイナンバーカードは､申請者本人の受け取りが原則です。お受け取りの際は､以
下の書類をお持ちください。
■必要書類/交付通知書･通知カード･本人確認書類2点(下記※1参照)･住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※ 15歳未満の方､成年被後見人の方は､法定代理人の同行と､本人及び法定代理人の本人確認書類及び法定代

理人であることの証明が必要です。
※ 本人が病気､身体の障がいその他のやむをえない理由により､役場へ来られない場合に限

り､任意代理人の受け取りが可能です。事前にご相談ください。
■受取場所/役場本庁舎1階　住民ほけん課
■受取時間/平日：午前8時30分～午後5時　第2･4日曜日：午前9時～午後1時
※日曜日は大変混雑しますので､長時間お待ちいただく場合があります。
　平日のお受け取りにご協力をお願いします。

マイナンバー制度～マイナンバーカードの受け取りは交付通知書の到着をお待ちください～

問合せ：住民ほけん課 戸籍住民担当　  991-1866

　ミニまつぶしとは､18歳以下の子どもなら誰でも参加できる｢子
どもだけ｣のまちです。子どもたちが町民になって仕事をして､独
自の通貨(パイン)で給料を得て､その通貨で食事やショッピングな
どが楽しめる遊びのまちです。
■日時/3月26日(土)午前10時～午後4時
　　　  3月27日(日)午前10時～午後3時
　　　  両日とも雨天決行
■場所/Ｂ＆Ｇ海洋センター
■ 職業体験参加対象/年長から18歳まで
　※ ミニまつぶしは､子どもによる子どもだけのまちです。
　 大人の入場はできませんが､やむを得ず､大人の方が入場する場

合は､｢子どもに口出しはしません｣という意味で､マスクを着用した方のみ入場できます。(当日50円でマ
スク販売有り。)尚､マスクには大人受付にて×のシールを貼らせていただきます。

■ 費用/参加費　1日券200円　2日間券300円　
　※5歳以下の方は100円で500パインと交換します。
■ 内容/受付で参加費を払って町民となり､タウンスクールで｢ミニまつぶし｣のまちのことを学んだら､職安

(仕事を探す場所)に行って好きなブース(仕事)を選んでください。1時間で600パインの給料がもらえます。
その給料で､食事をしたり遊んだりと色々な体験ができます。

　　詳細については､町ホームページをご覧ください。

子どもたちがつくる“ワクワクキッズタウン”｢ミニまつぶし2016｣を開催します
問合せ：教育文化振興課 社会教育担当　  991-1873

～通知カードが届かない方へ～
　通知カードは､住民の方々にマイナンバーを通知するものです。12月上旬までに､簡易書留により郵送され
ました。
　郵便局が配達した際にご不在で､かつ､その後郵便局での保管期間が経過してしまった方の通知カードは役
場へ返戻されています。返戻された通知カードは3月末まで保管していますので､本人確認書類(下記※1参照)
をお持ちの上ご来庁ください。(平成27年10月5日以降に出生された方などについては､通知カードが順次発
送されます。)なお､電話でのお問い合わせには個人情報のため､お答えできません。

■※1　本人確認書類の例(以下､2点をお持ちください。)
･運転免許証　　･旅券(パスポート)　　･住民基本台帳カード
･健康保険証　　･年金手帳　　　　　  ･医療受給者証
※未成年の方は､健康保険証や学生証､医療受給者等の2点をお持ちください。

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん
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※ まつぶしウォーキングマップー ｢か
らし菜コース｣を楽しむ方は工事期
間中､赤岩橋が通行止めになります
ので､ご注意ください。

古利根川クリーン作戦を実施します

引越しに伴う不燃ごみなどの処理について

　河川美化の一環として､古利根川クリーン作戦を実施します。
　河川敷のごみを一斉清掃することにより､河川を美しく保ち､｢水と緑のネットワークの形成｣の推進にご協
力ください。多くの方のご参加をお待ちしています。
■日時/3月6日(日)午前8時30分～ (雨天中止)
　※中止の場合､当日午前7時30分頃に防災行政無線でお知らせします。
■集合場所/古利根川河川敷の各地点

※ 大川戸地区から下赤岩地区までの間12か所に､｢クリーン
作戦実施中｣の

のぼり旗を設置(役場職員が待機)しますので､お住まいのお近
くの場所にお集まりください。
■物品配布/当日､収集袋･軍手を各集合場所にて配布します。
■当日連絡先/090-3200-5140(町本部)

　一般家庭の引越し(転出など)に伴う多量の不燃ごみなどの処理には次の方法があります。
　① 引越し業者などにすべて任せ処理する。
　②  ビン､金属､雑芥､ペットボトルは､いつも出しているごみステーションに少しずつ計画的に出し､粗大ご

みは中間処理場に直接持ち込むか､個別回収の電話予約(中間処理場)をし､収集してもらう。(毎月収集期
間があります。)

　　※収集日程などは配布されているごみ収集カレンダーを参照してください。
　　　町のホームページからも参照できます。
　③  環境経済課の窓口で申請し､搬入許可証持参の上､町の中間処理場に自ら持ち込み処理する。(許可証の

発行には事情をお聞きする場合があります。)
　
　なお③については次のようになります。

No 集合場所(ごみ集積場所) No 集合場所(ごみ集積場所)
1 大川戸中央自治会集会所 7 田中第四公園北側川堤
2 寺前揚水機場地先川堤 8 宮里クリニック北側川堤
3 二郷半領揚水機場地先川堤 9 三栄会館
4 上河原団地公園地先川堤 10 浅間神社裏川堤
5 かがり火公園予定地先川堤 11 古谷自動車西側川堤
6 田中第五公園地先川堤 12 旧弥生橋下バス折り返し場

ごみの種類 費用 中間処理場の受付時間

粗大ごみ 有料
月～金曜日のみ

午前8時30分～午後4時ビン､金属､雑芥
ペットボトル

無料
※ ごみは､それぞれ分別

し持参してください。

問合せ：環境経済課 生活環境担当　  991-1840

問合せ：環境経済課 生活環境担当　  991-1839

■粗大ごみの予約受付　中間処理場 992-0531
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平成28年度から国民健康保険税の課税方式と税率などを改定します
問合せ：住民ほけん課 国保年金担当　  991-1868

　国民健康保険は､病気やけがをした時に安心して
医療が受けられるよう､お互いに助け合う制度で
す。
　国民健康保険は､加入者の皆さんに納めていただ
く国民健康保険税と国･県･町の公費で運営してい
ますが､加入者の高齢化や医療技術の高度化､生活
習慣病の増加などにより医療費が年々増加し続けて
おり､運営費にゆとりがない状態となっています。
　そこで､安定した運営を継続していくため､平成
28年度から国民健康保険税の課税方式を､所得割
と均等割による2方式(資産割と平等割を廃止)に変
更するとともに､税率等を改正します。また､課税
限度額の引き上げと低所得者に係る保険税軽減の
拡充を行います。
　ご加入の皆さんには､今回の改正をご理解いただ
き､ご協力をお願いします。

区　分 平成27年度 平成28年度

医療給付費分

所得割 6.45％ 7.80％
資産割 38.00％ 廃 止
均等割 12,800円 31,200円
平等割 19,800円 廃 止
課税限度額 470,000円 510,000円

後期高齢者
支援金等分

所得割 2.00％ 2.00％
均等割 6,400円 6,600円
課税限度額 120,000円 140,000円

介護納付金分
所得割 1.20％ 1.60％
均等割 12,000円 12,300円
課税限度額 90,000円 120,000円

【改定内容】

種　　　目 優　勝　者
小学3･4年生男子
1,500ｍ

若林　隼杜(草加　新田小4年)
5分13秒64　大会新

小学3･4年生女子
1,500ｍ

水越　麻衣(草加　高砂小4年)
5分18秒49　大会新

小学5･6年生男子
1,500ｍ

堀田　龍生(野田　中央小6年)
4分58秒21

小学5･6年生女子
1,500ｍ

山本　乃々香(野田　岩木小6年)
5分11秒64　大会新

中学生男子
3,000ｍ

菅原　美紀(吉川　南中２年)
9分14秒90　大会新 

中学生女子
3,000ｍ

日野　亜紗美(越谷　千間台中1年)
10分59秒83 

壮年男子
3,000ｍ

齊藤　功至(松伏町)
9分52秒88　大会新

壮年女子
3,000ｍ

斉藤　和子(越谷市)
11分37秒38　

種　　　目 優　勝　者
高校生男子
5,000ｍ

平井　恵悟(越ヶ谷高２年)
16分21秒30　大会新

高校生女子
5,000ｍ

山口　愛里(庄和高２年)
18分41秒15　大会新

一般男子
5,000ｍ

小中　翔太(吉川市)
15分52秒76 

一般女子
5,000ｍ

三輪　恵理香(草加市)
19分20秒55　

60歳以上　男子
5,000ｍ

小林　邦夫(三郷市)
19分08秒35　大会新

60歳以上　女子
5,000ｍ

後藤　路子(越谷市)
27分28秒23  

親子
700ｍ

坂庭　孝徳･夢來(吉川市)
2分58秒98

駅伝
1,500ｍ×４人

江川和希と愉快な仲間たち
17分14秒60

大会新 大会新

大会新

大会新

大会新

大会新

大会新

大会新

　このシステムでは､119番通報を受けた際の通報位置を最新のデータを使い特定することができます。さら
に各署に設置された高所監視カメラにより火災の状況を確認することができます。このカメラでは､大地震な
どの災害時に同時多発する火災状況なども確認できます。その他､音声による通報が困難な方向けの｢Ｎet11
9｣による通報にも対応しています。
　これらの機能を駆使することで､今まで以上に確実で迅速な災害対応ができるようになりました。
　詳しくは､消防組合ホームページ(http://www.yoshimatsu-119.jp/)へ。

　1月17日(日)に開催したロードレース大会の成績については､下表のとおりです。写真などは19ページをご
覧ください。

高機能消防指令システムの運用を開始しました
問合せ：吉川松伏消防組合指令室　  982-3931

第41回松伏町 新春ロードレース大会の成績について
問合せ：教育文化振興課　社会体育担当　  992-1291
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保
存
版

保
存
版

納　期(納期限･口座振替日) 町県民税 軽自動車税 固定資産税 国民健康保険税
２８年　５月(  ５ 月３１日) 　 全期 １期 　
　　　 ６月(  ６ 月３０日) １期 　 　 　
　　　 ７月(  ８ 月　１日) 　 　 ２期 １期
　　　 ８月(  ８ 月３１日) ２期 　 　 ２期
　　　 ９月(  ９ 月３０日) 　 　 　 ３期
　　 １０月(１０月３１日) ３期 　 　 ４期
　　 １１月(１１月３０日) 　 　 　 ５期
　　 １２月(１２月２６日) 　 　 ３期 ６期
２９年　１月( 　１月３１日) ４期 　 　 ７期
　　　 ２月(  ２ 月２８日) 　 　 ４期 ８期

　仕事などの都合で日中に､納税に関する相談ができない方は､休日･夜間の納税相談窓口を開設してい
ますのでご利用ください。日程などについては､町ホームページでもご確認できます。
■場所/役場本庁舎1階税務課
■取扱税目/町県民税(法人を含む。)･固定資産税･軽自動車税･国民健康保険税

【注意】 納税相談窓口の開設日が変更になる場合がありますので､ご利用の際はお問い合わせの上､お越
しください。

　 休　日 夜　　間
開設時間 午前9時から午後4時まで 午後8時まで

２８年　４月 ２４日(日) １４日(木)
５月 ２９日(日) １２日(木)
６月 ２６日(日) 　９日(木)
７月 ３１日(日) １４日(木)
８月 ２８日(日) 　４日(木)
９月 ２５日(日) 　８日(木)
１０月 ３０日(日) １３日(木)
１１月 ２７日(日) １０日(木)
１２月 ２５日(日) 　８日(木)

２９年　１月 ２９日(日) １２日(木)
２月 ２６日(日) 　９日(木)
３月 ２６日(日) 　９日(木)

　平成28年度の町税の納期限は､次のとおりです。納期限内に納付してくださるようお願いします。
　なお､町税の納付については便利な｢口座振替｣をご利用ください。

平成 29年 3月まで大切に保管してください！

平成28年度  休日･夜間の納税相談窓口のご案内

町税の納期限のご案内

問合せ：税務課徴収担当　  991-1835
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日時  場所  内容  対象  定員  費用  持ち物  申込み  問合せ

松伏2428-1　☎990-9010
開所日/月～金曜日(祝日を除く)　開館時間/午前10時～午後3時

大川戸547番地(大川戸農村センター )　☎080-5179-1866
開所日/月･水･金曜日(祝日も開所しています)　開館時間/午前10時～午後3時

　講座の申込みは､開催日1か月前の午前9時より受け付けます。申込開始日が､開所日以外の場合､その
翌日となります。(申込み順)

　講座の申込みは､開催日1か月前の午前9時より受け付けます。申込開始日が､開所日以外の場合､その
翌日となります。(申込み順)

講座プログラム 日時 対象･定員･費用
親子で楽しむ絵本の世界

（はじめての絵本選び）
講師：塩谷　智紗子

3/4(金)
10:30 ～ 11:30 ０､1歳児　　　　　 15組　　 無料

講座プログラム 日時 対象･定員･費用
ママのためのリフレッシュ講座
講師：長谷川　友紀

3/9(水)
10:00 ～ 12:00 未入園児のママ　　 8名　　 無料

松伏町地域子育て支援センター

松葉1-6-3　☎993-0202
休館日/3月7日(月)･8日(火)　開館時間/午前9時30分～午後5時

イベント名 日時 内容･対象･定員･費用･持ち物･申込み
スプリングフェスティバル
松伏高校吹奏楽部がやってく
る！

3/12(土)
14:00 ～ 15:00
(13:50受付)

松伏高校吹奏楽部の皆さんの演奏で楽しいひとと
きを過ごしましょう！　 どなたでも　 なし　

無料　 事前申込み不要。当日お越しください。
おそうじ隊
児童館をみんなの手できれい
にしよう！

3/28(月)
 9:30 ～ 10:30

小学1年生から　 20名(申込み順)　
汗ふきタオル　
3月5日(土)午前9時30分から(電話申込み可)

新一年生歓迎会
ちびっ子らんどへようこそ！
みんなの友達づくりのサポー
トをするよ

4/9(土)
14:00 ～ 15:00

ゲーム､児童館のやくそく　 新小学1年生
20名(申込み順)　
3月5日(土)午前9時30分から(電話申込み可)

※小･中学生のボランティアも募集します。

児童館ちびっ子らんど

大川戸地域子育て支援センター

親子サロン
　遊具でお友達と遊んだり､工作を楽しんだり､自由に楽しく過ごしています。スタッフによる絵本の読
み聞かせや手遊びの紹介､パネルシアターもあります。気軽に遊びに来ませんか？

3月8日(火)　午前10時～正午(入退室は自由)　 無料
外前野記念会館｢ハーモニー ｣2階 集会室　 町内で子育て中の親子(未就学児)
松伏町地域子育て支援センター　 990-9010
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　中学生までのお子さん又は妊娠中の方がいる家庭にご利用いた
だいている｢パパ･ママ応援ショップ優待カード｣は､平成28年3月
末日をもって有効期間が満了となります。新しいカードは､お子
さんが通われている保育所､公立小･中学校を通じて配布し､未就
学児がいる世帯には郵送する予定です。妊娠中の方などは､福祉
健康課又は保健センターでお受け取りいただけます。(お越しの
際は､母子手帳などをお持ちください。)
　また､4月から｢パパ･ママ応援ショップ優待カード｣が全国の子
育て支援パスポート事業協賛店舗でも順次ご利用いただけるよう
になります(一部例外を除く)。
　なお､最新の県内協賛店舗の情報は､埼玉県結婚･妊娠･出産･子
育て応援公式サイト(http://www.
saitama-support.jp/)で 検 索 が 可
能です。ぜひご活用ください。

福祉健康課　子育て支援･児童福祉
担当 991-1876

パパ･ママ応援ショップ優待カードが
新しくなります！

子どもいきいき､家族にこにこ
子育てワンポイントアドバイス

町内の幼稚園･保育所(園)･認定こども園の主なイベント情報

イベント名 日時 対象･定員
3月誕生会　3月生まれのお友だち　
園児と共にお祝いしましょう【要予約】 3/2(水)　10:30 ～ 11:30 0 ～ 3歳児親子

園庭開放　大型遊具で遊びましょう 3/2･9いずれも水曜日
15:00 ～ 16:00 親子でどなたでも

たから幼稚園  申込み･問合せ/☎991-2828

イベント名 日時 対象･定員
3月生まれのお友だち　ゆたか保育園で
一緒にお祝いしましょう【要予約】
※誕生会後に､ひな祭り集会を行います。

3/3(水)    9:30 ～ 11:00 0 ～ 5歳児親子
10組

ヨコミネ式学育を見に来ませんか？
【要予約】  随時　　10:00 ～ 11:00 0 ～ 5歳児親子

各日1組

ゆたか保育園  申込み･問合せ/☎992-1416

イベント名 日時 対象･定員
園庭開放 3/  4(金)10:00 ～ 11:50 0 ～ 5歳児親子
クッキング｢さくらもち作り｣【要予約】 3/  7(月)10:00 ～ 11:00 1 ～ 5歳児親子　 6組
園内開放　※身体測定を行っています。 3/11(金)10:00 ～ 11:50 0 ～ 5歳児親子
プレスクール｢ひよこクラブ説明会｣ 3/22(火)13:30 ～ 14:30 満2 ～ 3歳児親子

認定こども園みどりの丘こども園  申込み･問合せ/☎991-2277

イベント名 日時 対象･定員
コーナー活動に参加して楽しみましょう

【要予約】 3/10(木)   9:30 ～ 11:00 3 ～ 5歳児親子　 30組

園庭開放【要予約】 3/15(火)   9:30 ～ 11:00 親子でどなたでも
親子一緒に手遊びやパネルシアターを楽
しみましょう【要予約】 3/23(水)   9:30 ～ 11:00 ･ ０～ 1歳児親子･7組

　　  2歳児親子･7組

認定こども園こどものもり  申込み･問合せ/☎993-0580

※その他にイベントがある場合がありま
すので､各施設へお問い合わせください。

　年長組の子どもたちは､｢1年生
になったら…｣と小学校入学への期
待で胸がいっぱいになっているよ
うです。

春休みには
◆ 入学後の時間に合わせて生活し

てみる
　入学後の生活リズムに慣れてお
くと､スムーズに学校生活が始めら
れます。
◆ お子さんと通学路を歩いてみる
　登下校にかかる
時間や危険な場所
のチェックもでき
ます。
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生涯学習
インフォメーション

【赤岩地区公民館】
 蒸しタオルで温めるだけで体の不
調が消える！　栗田　奈佳　監修
師走の扶持　  　 澤田　瞳子　著
おとうふやさん　飯野　まき　作

【中央公民館】
絵手紙入門　　　花城　祐子　著
人魚の眠る家　　東野　圭吾　著
仮面病棟　　　知念　実希人　著

おはなしランド
･ 3月12日､26日 赤 岩 地 区 公

民館 和室､3月19日柿の実文庫(
991-5170)いずれも土曜日　午後
2時～ 3時

入場無料。直接会場へお越しく
ださい。

作って遊ぼう
･ 3月12日｢はるだおきなさい｣

3月26日｢モコモコクン｣
いずれも土曜日 午後3時～ 3時30
分

赤岩地区公民館 和室
参加無料。直接会場へお越しく

ださい。

第35回赤岩地区公民館祭
　赤岩地区公民館利用サークルに
よる､1年間の活動成果の発表の場
です。
　子ども達の大好きな人形劇や紙
芝居､楽しいアトラクションや素
晴らしい展示作品など盛りだくさ
ん！みんなで見に来てください。

･ 3月6日(日)午前9時30分～午
後3時30分　赤岩地区公民館　

【アトラクションの部】日本舞
踊､フォークダンス､コーラス､お琴､
民謡､よさこい､フラダンス､人形劇､
紙芝居【展示の部】和裁､俳句､絵
手紙､キルト
そのほか体験コーナーやバザーも
あります。

赤岩地区公民館

バードウォッチング教室
　日本野鳥の会との共催で“探鳥
会”を行います。

3月20日(日・祝)午前9時～正午
(雨天の場合､中央公民館で学習会)

松伏記念公園 周辺
【集合場所】中央公民館 工芸室

町内在住･在学･在勤の方　20名
(小学生以下は保護者同伴)

100円(保険代)
筆記用具､双眼鏡､野鳥図鑑(所有

者のみ)､雨具(小雨の場合)
※動きやすい服装でご参加くださ
い。

･ 3月5日(土)午前9時から中央
公民館へ(電話申込み可)

トレーニング講習会(要予約)
3月20日(日･祝) 午後1時30分～

1時間程度
Ｂ＆Ｇ海洋センター 2階トレー

ニングルーム
16歳以上の方　 無料
エアロバイク･多目的マシーンの

使用方法など
･ 3月16日(水)までにＢ＆Ｇ海

洋センターへ(電話､代理人による
申込み不可)。

気楽に遊び体　
3月12日(土)午前9時～ 11時
Ｂ＆Ｇ海洋センター
どなたでも参加できます(1人で

も可)。　 200円
【今月の種目】ミニテニス､スポー

ツ吹き矢ほか　【注意事項】運動の
できる服装､体育館シューズ持参　

【主催･指導】松伏町スポーツ推進
委員

Ｂ＆Ｇ海洋センター

松伏町体育協会表彰者の推薦につ
いて
　松伏町体育協会では､平成27年
度中に次のいずれかに該当する成
績を収められた団体･個人の方を表
彰する活動をしています。各団体･
個人で該当する方は､申請してくだ
さい。

【表彰対象】全国大会で6位以内入
賞▶関東大会で3位以内入賞▶埼玉
県大会で3位以内入賞▶地区大会で
優勝

･ 3月27日(日)までにＢ＆Ｇ海

今月の新着図書ご案内

中央公民館
 992-1321

3月の休館日　7日(月)･14日(月)･22日(火)･
28日(月)
9日(水)は設備点検のため臨時休館

赤岩地区公民館
 991-2338

3月の休館日　7日(月)･14日(月)･22日(火)･
28日(月)
8日(火)は設備点検のため臨時休館

▲はるだおきなさい ▲モコモコクン

Ｂ＆Ｇ海洋センター
 992-1291

3月の休館日　7日(月)･14日(月)･22日(火)･
28日(月)

広告



松伏町保健カレンダー
健康に関する相談･健診･予防接種などのお問い合わせは

　保健センターへ。
保健センター
　  松伏町松伏 428
　  992-3170
　  991-2878

■成人の各種検診■  対象：平成29年3月31日までに対象年齢に達する町民の方

〈集団6月〉胃がん･大腸がん･肺がん/結核検診(町国保特定健診と同時に実施)

〈個別〉胃がん･大腸がん検診

〈集団秋〉乳がん･子宮頸がん検診･大腸がん検診(集団申込み8月22日(月)から)

〈個別〉子宮がん(頸がん･体がん)検診

〈集団〉骨密度検診 (申込みは8月22日(月)から)

〈個別〉歯周病疾患検診

■特定健診・後期高齢者健診■　  対象：案内が送られた方のみ（同封のハガキで申込み）

種　目 対　象 内　容 場 所 及 び 日 程 　 (申込み：5月23日(月)から)
胃 が ん

40歳以上

胃部Ｘ線検査
(バリウム)

老人福祉センター：6月7日(火)･8日(水)　　 
保 健 セ ン タ ー： 6月9日(木)･10日(金)･11日(土)･12日(日)･
　　　　　　　　　13日(月)･14日(火)･15日(水)･16日(木)･
　　　　　　　　　17日(金)･20日(月)･21日(火)
役　　　　　　場：6月18日(土)･19日(日)
中  央   公   民  館：6月30日(木)･7月1日(金)

大 腸 が ん 便潜血反応

肺がん／結核 胸部Ｘ線検査

種　目 対　象 内　容 日　程 場　所
胃 が ん

40歳以上 
胃部Ｘ線検査(バリウム) 6〜10月

（詳細は広報4月号参照） 町内指定医療機関
大 腸 が ん 便潜血反応

●乳がん･子宮が
ん 検 診 は2年 に1
回の検診になりま
す。
平成28年度は､生
ま れ 月 が 偶 数 月
(2･4･6･8･10･12
月)の方及び､無料
クーポン券対象者
(個人通知)の方で
す。

（詳細は広報8月号
参照）
症状のある方は検
診を待たずに､保
険診療で受診して
ください。

種　目 対象 内　容 日　程 場　所

乳 が ん 40歳
以上

視触診、
マンモグラフィ

【乳がん･大腸がん】
　9月3日(土)･11月13日(日)

【子宮がん･大腸がん】9月25日(日)
【乳がん･子宮頸がん･大腸がん】
　9月16日(金)･10月7日(金)･18日(火)･
　11月1日(火)･8日(火)･18日(金)

保健センター子 宮 頸 が ん 20歳
以上 内診、細胞診

大 腸 が ん 40歳
以上 便潜血反応

種　目 対　象 内　容 日　程 場　所
子宮がん(頸がん･体がん) 20歳以上 内診､細胞診 7〜12月 町内指定医療機関

種　目 対　象 内　容 日　程 場　所
骨 密 度 40歳以上女性 超音波測定 10月14日(金)･17日(月) 保健センター

30･35･40･45･50･55･
60･65･70･80歳
(40歳以上は個別にハガキで
通知)

※ 町国民健康保険･後期高齢者以外の方は各医療保険者(保険証発行者)にご確認ください。

種目 対象 内容 場所及び日程　※がん検診も同日に受診できます

特定健診
町国民健康保険
加入の40歳以上
の方

診察･身体計測･腹
囲･血圧･血液検査
【 脂 質･糖 代 謝･肝
機能･腎機能】･検
尿（心電図･眼底検
査は対象者のみ）

＜集団健診＞ 
老人福祉センター：6月7日(火)･8日(水)
保 健 セ ン タ ー：6月9日(木)･10日(金)･11日(土)･12日(日)･
　　　　　　　　13日(月)･14日(火)･15日(水)･16日(木)･
　　　　　　　　17日(金)･20日(月)･21日(火)
松 伏 町 役 場 ：6月18日(土)･19日(日)
中 央 公 民 館 ：6月30日(木)･7月1日(金)
＜個別健診＞6 〜 10月(詳細は広報5月号参照)
※ 後期高齢者は集団健診のみになります　

後期高齢
者健診 75歳以上の方

平成28年度
保存版

種　目 対　象 内容 日程 場　所

歯周病疾患
歯と

歯肉の
チェック

6〜12月
（医療機関

に予約) 

荒 木 歯 科 田中3-8-1 992-3129
い し い 歯 科 医 院 松伏1985 992-0757
ハート歯科クリニック 松伏509 992-3726
原 島 歯 科 医 院 松伏2882 991-6480
ゆ め み 野 歯 科 医 院 ゆめみ野5-2-6 991-1788
ヨ シ ダ 歯 科 医 院 松葉2-1-7 992-1733

– １–

（50音順）



　発行場所：保健センター
　受付時間：月〜金曜日
　　　　　　8:30 〜 17:15
　祝休日 ､ 年末年始 (12 月 29 日〜 1 月 3 日 ) を除く 

母 子 保 健 場所／保健センター ☎992-3170

〈母親学級〉1 コース 4 回　申込み制

〈母子健康手帳の発行〉 〈発育発達相談〉予約制

〈こんにちは赤ちゃん訪問 ･ 新生児訪問〉

診　察 医師
運　動 理学療法士
ことば 言語聴覚士

産後の育児支援を目的に､4か月になるまでの間に実施する訪問事業です。アンケートや予防接種･健診･育児の情
報提供などを行います。なお､第1子の方､希望の方には計測も実施しています。
※妊婦健康診査助成券付属の｢出生連絡票｣や電話でご連絡ください。

①13:30 ～ 16:00 ②10:00 ～ 13:00 ③13:30 ～ 16:00 ④ 9:30 ～ 12:00
5月コース  ５月10日(火)  ５月17日(火)  ５月24日(火)  ５月28日(土)
8･9月コース  ８月23日(火)  ８月30日(火)  ９月 ６日(火)  ９月10日(土)
11･12月コース 11月22日(火) 11月29日(火) 12月 ６日(火) 12月10日(土)
2･3月コース  ２月21日(火)  ２月28日(火)  ３月 ７日(火)  ３月11日(土)

受付
4か月児健診 9か月児健診 1歳8か月児健診 3歳4か月児健診 栄養相談(要予約)

9：00～11:00
育児相談

9：30～11:00

離乳食講習会
(要予約)

10:00～11:3013:15 ～ 14:00  個別通知します。

４月 27日(水)
(27年12月生)

20日(水)
(27年6月生)

6日(水)
(26年8月生)

13日(水)
(24年12月生) 6日(水) 12日(火)

初期

５月 25日(水)
(28年1月生)

9日(月)
(27年7月生)

18日(水)
(26年9月生)

11日(水)
(25年1月生) 11日(水) 13日(金)

中期・後期

６月 29日(水)
(28年2月生)

1日(水)
(27年8月生)

6日(月)
(26年10月生)

22日(水)
(25年2月生) 1日(水) 28日(火)

初期

７月 20日(水)
(28年3月生)

4日(月)
(27年9月生)

6日(水)
(26年11月生)

13日(水)
(25年3月生) 6日(水) 5日(火)

中期・後期

８月 31日(水)
(28年4月生)

3日(水)
(27年10月生)

24日(水)
(26年12月生)

10日(水)
(25年4月生) 3日(水) 9日(火)

初期

９月 28日(水)
(28年5月生)

7日(水)
(27年11月生)

21日(水)
(27年1月生)

14日(水)
(25年5月生) 7日(水) 13日(火)

中期・後期

10月 26日(水)
(28年6月生)

5日(水)
(27年12月生)

12日(水)
(27年2月生)

19日(水)
(25年6月生) 5日(水) 21日(金）

初期

11月 30日(水)
(28年7月生)

2日(水)
(28年1月生)

9日(水)
(27年3月生)

16日(水)
(25年7月生) 2日(水) 15日(火)

中期・後期

12月 21日(水)
(28年8月生)

19日(月)
(28年2月生)

7日(水)
(27年4月生)

14日(水)
(25年8月生) 7日(水) 20日(火)

初期

１月 25日(水)
(28年9月生)

16日(月)
(28年3月生)

11日(水)
(27年5月生)

18日(水)
(25年9月生) 11日(水) 17日(火)

中期・後期

２月 22日(水)
(28年10月生)

1日(水)
(28年4月生)

8日(水)
(27年6月生)

15日(水)
(25年10月生) 1日(水) 7日(火)

初期

３月 29日(水)
(28年11月生)

1日(水)
(28年5月生)

8日(水)
(27年7月生)

15日(水)
(25年11月生) 1日(水) 14日(火)

中期・後期

平成28年度
保存版

– ２–

◇９か月児健診では ､ 歯ブラシをプレゼントしています。
◇ １歳８か月児健診 ( 平成 28 年度開始 ) 及び 3 歳 4 か月児健診では ､ 希望者にフッ素塗布 ( 塗布者には歯

ブラシプレゼント ) を行います。



予 防 接 種  ☎992-3100 (予防接種専用)

　接種前には ､ 通知書や説明書「予防接種と子どもの健康」を必ずお読みください。
　町内に住所を有する次の対象者に個別通知します。また ､ 転入された方で未接種の場合は
保健センターへご相談ください。

種　目 対象年齢､接種間隔､通知の時期等

ヒ ブ

小 児 用
肺 炎 球 菌

■対象/2か月以上5歳未満
■標準的接種期間/2か月〜 7か月未満
■ 接種開始年齢により接種回数が変わり

ます。
■ヒブ/【初回】27日以上の間隔で3回

 【追加】初回3回終了後､7 〜 13か月の
間に1回

■ 小児用肺炎球菌/【初回】27日以上の間
隔で3回(12か月齢未満までに完了)
 【追加】初回3回終了後､60日以上の間隔
をあけ1回(12 〜 15か月齢の間に行う)

四 種 混 合
1期※1

ポ リ オ

■ 対象･標準的接種期間/3か月〜 7歳6か
月未満

　【初回】 20日以上の間隔で3回
　【追加】 初回3回終了後､1年たってから1回
■ ポリオのみの接種希望者は､保健セン

ターへご連絡ください。
※1  四種混合1期(ジフテリア･百日せき･破傷風･

ポリオ)

Ｂ Ｃ Ｇ

■対象/1歳未満
■ 標準的接種期間/5か月〜 8か月未満
■ 2か月ごろにBCG･四種混合1期･ヒブ･

小児用肺炎球菌予診票と4か月児健診の
通知を郵送。

水 痘

■対象/1歳以上3歳未満
■標準的接種期間/
　【初回】12か月〜 15か月未満
  　【2回目】初回終了後､6か月〜 12か月の  
　間に1回
■9か月児健診時に予診票を配布。

麻 し ん
風 し ん
混合（MR）

■ 対象･標準的接種期間/1歳以上2歳
未満

■9か月児健診時に予診票を配布。

■ 対象/5歳以上7歳未満､小学校就学1
年前の学年(H22.4.2 〜 H23.4.1生)

■接種期間/H28.4.1 〜 H29.3.31
■年度初めに郵送。

二 種 混 合
2期(DT)

■ 対象･標準的接種期間/11歳以上13歳未
満小学6年生（H16.4.2 〜 H17.4.1生）

■年度初めに郵送。

子宮頸がん
予防ワクチン

■ 対象/小学6年生〜高校1年生相当の女子
■標準的接種期間/中学1年生の間
■ 現在､積極的な接種勧奨を差し控えてい

ます。再開について国で検討中です。
　 希望者は､保健センターへご連絡くださ

い。
■ 半年間で3回接種

平成28年度
保存版

種　目 対象年齢､接種間隔､通知の時期等

日 本 脳 炎
1期

■対象/3歳以上7歳6か月未満
【初回】6日以上の間隔で2回

　【追加】初回終了後概ね1年後に1回　
■3歳4か月児健診通知と一緒に郵送。

日 本 脳 炎
(特例対象者)

■対象/H8.4.2生〜 H19.4.1生
■ 希望者は､保健センターへご連絡くださ

い。
　【1期の接種が未接種の方】
　  接種回数/不足分の回数を接種。
　【2期：1期が終了している9歳以上の者】
　  接種回数/1回
■接種期間：20歳未満まで

＜高齢者肺炎球菌予防接種＞
■ 平成28年度の対象者/①平成28年4月2日から
　平成29年4月1日の間に65･70･75･80･85･90･
95･100歳の誕生日を迎える方。対象者にはハガ
キで通知します。②満60 〜 65歳未満の方で､心
臓･腎臓･呼吸器機能及びヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能に障がいを有し､身体障害者手帳1級
を所持している方､又はそれと同等の障がいを有
し医師の診断書のある方
※ 対象者にはハガキで通知します。ハガキが届い

た年度のみ接種費用の助成が受けられます。
■実施期間/平成28年4月1日〜平成29年3月31日
■ 個別接種で1回接種
※詳細は広報4月号掲載予定。
※ 過去に自費で肺炎球菌ワクチンを接種した方は

対象外です。5年以上経たないうちに接種をす
ると初回接種より注射部位の痛み､紅斑､硬結の
副反応が強く発現すると報告されているため､
接種しないよう注意してください。

＜高齢者のインフルエンザ予防接種＞
　次の対象者で､接種を受ける日に町内に住所登録
がある接種希望者
■ 対象/満65歳以上の方､又は満60 〜 65歳未満の

方で､心臓･腎臓･呼吸器機能及びヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫機能に障がいを有し､身体障害
者手帳1級を所持している方､又はそれと同等の
障がいを有し医師の診断書のある方

■実施期間/平成28年10月〜 12月　
■接種方法/個別接種で1回接種　
※詳細は広報10月号掲載予定。

１　
期

２　
期

– ３–



　

■健康相談■

※申込み ･ 問合せは保健センター

※吉川市さくら医院でも子宮頸がん検診が受けられます。

■健康体操■
  ダンベル・エアロビ

町 内 指 定 医 療 機 関

埼玉県　春日部保健所　業務内容
■相談･検査　※全て予約が必要です。詳細は、春日部保健所
(☎048-737-2133)へお問い合わせください。

■公費負担医療の申請(新規及び継続）
　 結核児童療育給付/特定疾患医療/小児慢性特定疾患医療/
　被爆者医療/不妊治療費助成/肝炎治療医療費助成
　※ 進学や就職のための健康診断､事務所などの従業員の定期

健康診断は実施しておりません。

  男性の運動サークル  

病院・医院名 所在地 電話 町国保特定健診 大腸がん 胃がん 子宮がん※ インフルエンザ 禁煙外来
埼玉筑波病院 築比地420 992-3151 ○ ○ ○ 　 ○
埼玉あすか松伏病院 松葉1-5-7 992-0411 ○ ○ ○ 　 ○
安藤医院 松伏2812-1 991-3419 ○ ○ 　 　 ○
宮里こどもクリニック 田中3-21-11 991-5010 ○ ○ 　 　 ○
宮里医院 松伏3817 991-2911 ○ ○ 　 　 ○
ねもとレディースクリニック 大川戸241-5 991-5216 ○ ○ 　 ○ ○
津田医院 松伏3432 993-3111 ○ ○ 　 　 ○
ふれあい橋クリニック 上赤岩841-1 991-1300 ○ ○ 　 　 ○
岡村クリニック 松伏820-1 991-7203 ○ ○ ○ ○

 性感染症の相談･検査
 ( エイズ･梅毒･B型C型肝炎･ク

ラミジア)

子どもの心の健康相談
( 児童･生徒の発達上の心配、
心の悩みなど)

結核相談(診察･検査) こころの健康相談
水質検査
(飲料水･井戸水など) ひきこもり専門相談

難病相談･健康相談など

会場はいずれも保健センター

松伏第2
歩道橋

バス停
上河原

松伏町保健センター
バス停上河原又は十一軒入口下車徒歩約5分

病院
郵便局

松伏ニュータウン
ショッピングセンター

信金

新聞店新聞店

松伏町役場松伏町役場

歩道橋

至春日部

美容院

洋品店

保育園保育園

松伏消防署

バス停十一軒入口

ガソリン
スタンド

至
越
谷

至野田

至
吉
川

至越谷

クリー
ニング店

〒

かがやき

 ☎048-737-2133
 春日部市大沼1-76　埼玉県春日部地方庁舎1階
 （交通）春日部駅西口から徒歩20分（バスあり）

春日部地方庁舎

春日部保健所

健康面でお困りのこ
とがありましたらご
相談ください。( 介
護保険対象外の方 )。

糖尿病予防教室 ･ 健康づくり
教室 ･ 高血圧予防教室 ･ 運動
教室 ･ 生活習慣病予防教室等

■家庭訪問■ ■健康教室■

場所 ふれあいセンターかがやき

日時
毎週月曜グループ
(9:00 〜 10:30、10:30 〜 12:00、13:30 〜 15:00)
毎週水曜グループ
(9:00 〜 10:30、10:30 〜 12:00、13:30 〜 15:00)

場所 ふれあいセンターかがやき
日時 毎週木曜日 13:30 〜 15:30

がん検診等が受けられる病院・医院

– ４–

◯健康相談
　相談 ､ 血圧測定 ､ 尿検査
◯栄養相談【予約制】

◯こころの相談
　【予約制】月 1 回　月曜日
　電話相談は随時　☎ 992-3490

母子保健ページの
育児相談 / 栄養相談
と同じ日時に実施

春日部
郵便局

春日部
市役所

春日部警察署

地方庁舎前

谷原2丁目

緑町4丁目
案内板
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生涯学習
インフォメーション

日時　 場所　 内容　 対象　 定員　 費用　 持ち物　 申込み　 問合せ　 メール　 WEB

洋センターへ。

親子バレーボール教室
　思い出作りに楽しくバレーボー
ルをしてみませんか？基礎から親
子で一緒にやりましょう

4月1日(金)･2日(土)いずれも午前
9時～ 11時
4月3日(日)午前9時～午後1時

Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
町内在住､5歳～新4年生までの親

子(孫でも可)　 20組
【講師】(財)日本体育協会　バレー
ボール上級指導員

1組500円(保険代)申込み時又は
当日持参

【主催】松伏町バレーボール連盟
松伏町バレーボール連盟　羽生
  048-991-5413
3月6日(日)よりＢ＆Ｇ海洋セン

ター又は羽生まで(FAX可)
【後援】松伏町体育協会
※バレーボール指導に熱意のある
方募集中

総合型地域スポーツクラブ
｢マッピー松伏｣

※上記5教室は､ Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター ､ 16歳以上の方､ 300円(保
険代など)。マッピーメンバーシッ
プカードの割引適用あり。

中央公民館　 16歳以上の方　
500円(保険代)
･ Ｂ＆Ｇ海洋センター (電話及

び代理人による申込み不可)

平成28年度松伏町子ども会育成会
連絡協議会の加入方法について
　松伏町子ども会育成会連絡協議
会(松子連)は､町内の子ども会で組
織されている団体です。(子ども会
以外にもご家庭ごとに入会できま
す。)
　松子連に加入して､一緒に楽しみ
ませんか。

【加入資格】町内在住の子どもと保
護者又は子ども会
※対象者と一緒に活動する幼児(0
歳～ 5歳)も加入できます。ただし､
保護者の加入も必要です。

【年会費】140円(全国子ども会安
全共済会への加入費です。支払い
後の返金はできません。)
※開催事業への参加費はその都度
集金します。　

【開催事業(予定)】子ども将棋教室
＆大会､親子映画会､松子連体験ツ
アー ､おしることかるたで新年を祝

おう(彩の国21世紀郷土かるた松伏
大会)
※彩の国21世紀郷土かるた松伏大
会の優勝者は､県大会に出場できま
す。

【加入方法】入会書に必要事項を記
載し､年会費とともに事務局に提出
してください。

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)　

991-1873

ジュニアリーダー会員募集！
　ジュニアリーダーは､幼稚園･保
育園児､小学生のお兄さん･お姉さ
んとして､役場などのイベントのお
手伝いをしています。
　子どもと一緒に遊ぶことやボラ
ンティアに興味のある中高生の皆
さん､ジュニアリーダーに登録して
子どもたちと楽しく活動しません
か？

【資格】町内在住又は在学の中学生
･高校生

年会費500円(保険料など)
教育文化振興課で登録用紙を配

布しています。必要事項を記入の
上､4月28日(木)までにお申し込み
ください。

教育文化振興課 991-1873

第12回若潮展　
2月26日(金) ～ 3月6日(日)(29日

休館)
午前9時～午後7時(26日は午後1時
から。6日は午後4時まで)

中央公民館　視聴覚室
染谷 991-3913

サークル掲示板

教育文化振興課のお知らせ

プログラム 日時

ケンコー吹き矢
3/11､18
いずれも金曜日
13:30 ～

プログラム 日時

健康ヨガ
3/6､13､20
いずれも日曜日
10:00 ～

ストレッチ＆
バランスボール

3/1､8､15､29
いずれも火曜日
11:00 ～

エンジョイダンス
3/2､9､16､23
いずれも水曜日
10:00 ～

絵手紙教室
3/10､31
いずれも木曜日
10:00 ～

プログラム 日時

マッピー
フラダンス教室

3/11､18
いずれも金曜日
9:30 ～

広告
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＜県内の催し＞

　ラグビーボールに触ったことの
ない園児､小中学生の皆さんもぜひ
お越しください！当日受付です。

3月26日(土)午前10時～午後2時
30分(9時30分 受付､タッチラグ
ビー教室は午前10時～11時30分)

昌平高校(埼玉県北葛飾郡杉戸町
下野851)

タッチラグビー教室､参加チーム
紹介､ラグビークリニック　 無料

【主催】埼玉県ラグビーフットボー
ル協会

高橋 048-752-3141(埼玉県
立春日部高校)

＜町の募集＞

　町民の皆さんがまちづくりへ参
加する機会として､皆さんの声を継
続的に聴取し､町政に反映すること
を目的とした｢町政モニター制度｣
を実施します。ついては､平成28年
度の一般公募者を次のとおり募集
します。

【応募資格】町内在住の満20歳以
上の方

【募集人数】5人(応募多数の場合
は､地域､性別､年齢などのバランス
を考慮して決定します。)

【活動内容】年1回(8月予定)のアン
ケート調査への回答

【任期】平成28年4月1日～平成29
年3月31日

【報酬等】無報酬
･ 5月31日(火)までに総務課

( 991-1898)へ。

＜その他の募集＞

3月20日(日)午前9時～ 11時
松伏消防署
成人を対象とした心肺蘇生法･ 

AEDの手順など
e-ラーニング又は救命入門コー

スを修了した方
20名(申込み順)

【受付期間】3月1日(火) ～ 14日(月)
吉川松伏消防組合警防課
048-982-3968

【募集資格】平成28年4月1日現在
(新学年進級後)､吉川市内･松伏町内
の小学5･6年生の児童

【募集人数】30名程度(応募多数の
場合は抽選)

【募集期間】2月15日(月) ～ 3月18
日(金)　※申請書はホームページ
( http://www.yoshimatsu-119.
jp)又は各消防署で入手できます。

【申請書提出先】直接持参：吉川消
防署2階総務課(月～金曜日午前8
時30分～午後5時)【郵送】〒342-
0016吉川市大字会野谷481　総務
課(3月17日消印有効)

吉川松伏消防組合総務課
 048-982-3918

▶特別講演｢生涯学習のススメ-文

教大学に行ってみよう-｣
4月16日(土)午後1時30分～ 3時

30分
200名(申込み順)

▶5月開講の各種講座(寺子屋､教養､
趣味､パソコン､英会話､中国語､韓国
語､資格取得､親子科学教室)
▶外国人のための日本語講座(基礎
～初中級レベル)
　開講日･時間･受講料は､講座によ
り異なります。

文教大学
 パンフレットをご請求の上､お申
し込みください。

文教大学生涯学習センター
 0120-160-449(固定電話のみ)
 048-974-8811(代表)

＜町のお知らせ＞

　保育所(園)､認定こども園入所の
追加受付を行います。希望される
方は福祉健康課までお越しくださ
い。
　なお､事前に第一希望の保育所
(園)､認定こども園などで面接を受
けてください。

3月1日(火) ～ 8日(火)午前8時30
分～午後5時15分

福祉健康課
【申請書類】入所申込書､勤務証明
書､支給認定申請書､平成27年1月2
日以降に松伏町に転入した方は市
町村民税課税(非課税)証明書

福祉健康課 991-1876

Information street

第5回埼玉県東部地区
ラグビーフェスティバル

＜町のお知らせ＞

お知らせ
平成28年度吉川松伏少年消防
クラブ員募集

平成28年4月保育所(園)など
入所の追加受付について

文教大学オープンユニバーシ
ティ受講者募集

平成28年度町政モニター募集

実技救命講習会　参加者募集

＜県内の催し＞

催　し

広告

＜町の募集＞

募　集
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日時　 場所　 内容　 対象　 定員　 費用　 持ち物　 申込み　 問合せ　 メール　 WEB

　被保険者の皆さん､国民年金保険
料の納め忘れはありませんか。も
し納め忘れがありますと､老後に受
け取る老齢基礎年金が少なくなっ
たり､万が一､ケガや病気などによ
り障害をもった場合に障害基礎年
金等の給付が受けられないことが
あります。このようなことがない
よう､納付期限内に保険料を納めま
しょう。平成27年度の保険料は1
か月15,590円です。また､納付書
がない方や納付が難しい方には免
除制度がありますので一度ご相談
ください。

住民ほけん課 991-1870
春日部年金事務所　

048-737-7112(音声②)

　平成28年度の国民健康保険税を
特別徴収(年金天引き)で納めていた
だく方に｢平成28年度 国民健康保
険税 特別徴収開始通知書(仮徴収)｣
を送付します。
特別徴収(年金天引き)とは？
　年6回の年金支給月を納期とし､
前半の4月･6月･8月を仮徴収(※1)､
後半の10月･12月･2月を本徴収(※
2)として､国民健康保険税(以下｢保
険税｣という。)を年金支給額からの
天引きにより納めていただく方法
です。
※1 仮徴収について
　保険税額は国保加入者の前年の
所得等に応じて決定されますが､税
額が決定するまでの間の前半3回(4
月･6月･8月)については､前年度の
2月の特別徴収税額と同じ額を仮の
税額として年金支給額から天引き

させていただきます。
※2 本徴収について
　前年の所得等に応じて決定した
年間の保険税額から､仮徴収で納め
ていただいた保険税額を差し引き､
残った額を後半3回(10月･12月･2
月)で年金支給額から天引きさせて
いただきます。

住民ほけん課 991-1868

　交通災害共済とは､皆さんが会費
を出し合い､交通事故によってけが
をしたり､死亡したときに見舞金を
お支払いする相互扶助制度です。
　平成27年度分の共済期間は平成
28年3月31日で満了します。平成
28年度分の加入申し込みを受け付
けています。
　対象となる交通事故や見舞金の
金額など詳細については､町ホーム
ページでご確認ください。

【加入方法】最寄りのゆうちょ銀行
･郵便局に備え付けてある加入申込
書に記入し､窓口で加入申込み手続
きをしてください。役場では加入
申込みができません。ご注意くだ
さい。

【加入できる方】
① 町内在住で､松伏町に住民登録の

ある方　
② ①の住民に扶養されている方で､

修学のため松伏町以外に転出し
ている方

※上記資格のない方が加入されて
も見舞金給付の対象になりません。

【共済期間】平成28年4月1日から
平成29年3月31日までの1年間
※4月1日以降の中途加入の場合は､
加入申込みをした日の翌日から平
成29年3月31日までです。

【共済会費(年額)】一般900円

中学生以下500円
※1人1口に限ります。なお､中途加
入の場合も同額です。

総務課 991-1895

　下水道管が詰まってしまうと､復
旧するまでに時間と費用がかかっ
てしまいます。また､汚水ポンプに
大きな損傷を与えてしまいます。
　原因の多くは､次のものですので
ご注意ください。
▶トイレットペーパー以外の紙を
流す。
▶油類や野菜くずをそのまま流す。
▶髪の毛など糸状のものを流す。
▶土砂や木の枝､落ち葉などを流す。

まちづくり整備課 991-1844

次のすべてにあてはまる方(詳し
くはご相談ください)
① 松伏町に住民登録をしていて､現

に町内に在住している保護者
② 高等学校及び大学に進学するこ

とが確実である者の保護者
③ 独立行政法人日本学生支援機構

及び埼玉県社会福祉協議会の生
活福祉資金制度等の就学資金の
貸付けを受けていない方

④ 町県民税､固定資産税､軽自動車
税及び国民健康保険税を完納し
ている方(納期限が到来している
ものに限る)

※昨年度に引き続き利子補給を希
望する場合も申請が必要です。

【利子補給額】支払利子の総額(上
限5,000円)

【必要書類】進学準備資金貸付決定
通知書の写し､貸付償還予定表の写

平成27年度国民年金保険料の
納め忘れはありませんか

平成28年度市町村交通災害共
済加入について

国民健康保険税の特別徴収開
始通知書を送付します

下水道管の詰まりによるトラ
ブルが増加しています

進学準備資金の貸付けに利子
補給を行います

広告
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し､融資の償還が確認できるもの､
在学証明書

･ 教育総務課 991-1807

【支給対象者】平成27年４月１日(基
準日)において､公務扶助料や遺族年
金等を受ける方がいない場合の戦
没者等の死亡当時のご遺族お一人。

【遺族の順位】①弔慰金受給権者
②子③生計関係のあった(1)父母(2)
孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
④上記以外の(1)父母(2)孫(3)祖父
母(4)兄弟姉妹⑤｢①～④｣以外の三
親等内親族で1年以上生計関係の

あった方
※前回受給していた方が平成27年
4月1日以降に亡くなられた場合､
相続人の方が受給できます。また､
前回受給していた方が平成27年3
月31日以前に亡くなられた場合､
他の｢戦没者等の死亡当時のご遺族
｣が受給できる可能性があります。
前回受給者のお身内の方は､ご親類
の方々にお知らせいただきますよ
うお願いいたします。

【支給内容】額面25万円､5年償還
の記名国債

【請求】平成30年4月2日までに､福
祉健康課へ。(受付日時：平日午前
8時30分～午後5時15分)

福祉健康課 991-1874

日時　 場所　 内容　 対象　 定員　 費用　 持ち物　 申込み　 問合せ　 メール　 WEB

な
ら
ん
で
歩
い
て
い
こ
う

サイド･バイ･サイド 問合せ：企画財政課 人権推進担当　  991-1815【みんなで進めよう男女共同参画】

働きたい女性のための就職活動を応援します！

埼玉県男女共同参画推進センター (Ｗith Youさいたま)内
埼玉県女性キャリアセンター　  048-601-5810　受付

■就業支援セミナー【予約制･参加費無料･託児付】
　 　埼玉県女性キャリアセンターでは､｢もう一度働きたい｣という女性のために､就職活動に役立つセミ

ナーを各種開催しています。参加者同士が交流できるグループワークを取り入れたセミナーですので､
楽しみながら就職について考え､学ぶ事ができます。

■キャリアカウンセリングのご案内
　 　埼玉県女性キャリアセンターでは､女性を対象に､面談及び電話によるキャリアカウンセリングを行

なっています。専門の女性カウンセラーが就職に関する様々なご相談をお受けします。キャリアカウン
セラーと一緒に計画的に就職活動を進めましょう。

　【面談相談の流れ】１．ご予約… 048-601-5810　
　　　　　　　　　　　　　　　  相談時間　午前9時30分～午後5時30分  　(月～土曜日)　
　　　　　　　　　　　　　　　  相談は1回45分。予約制です。(1日5枠)
　　　　　　　　　 ２．キャリアカウンセリング…　小学3年生まで託児サービス (要予約)
　　　　　　　　　 ３．求人情報の紹介…希望される方に､応募の準備が整った段階で紹介します。
　【電話相談専用】　 048-601-1023　相談時間　午前10時～午後4時30分　(月～金曜日)
　　　　　　　　 　お一人約20分以内､情報提供やワンポイントアドバイスをします。

埼玉版
ウーマノミクスプロジェクト

戦没者等のご遺族の皆さまへ
第十回特別弔慰金が支給されます

広告

空間放射線量測定結果について
(毎月第１木曜日実施)
測定日/2月4日(木)第137回測定

※詳しくは町ホームページをご
覧ください。

環境経済課 991-1840

測定場所 測定値
(単位:µSv)

最小値 大川戸農村
センター 0.041

最大値 老人福祉
センタ― 0.080
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問合せ：松伏町消費生活センター (環境経済課内)　  991-1854

松伏町消費生活センターでは､消費生活相談を実施しています。
月～木曜日　午前10時～正午､午後1時～4時

高齢者が支払えなくなるまで次々に販売するSF商法
ー支払い金額の平均は170万円にも！ー

 
　｢SF商法｣とは､短期間の間に｢閉め切った会場などに人を集め､日用品などをただ同然で配って雰
囲気を盛り上げた後､販売業者の売り込もうとする高額な商品を展示して商品説明を行い､来場者
にその商品を購入させる｣など､会場の雰囲気で催眠状態となった来場者に高額な商品を販売する
ことといわれています。
　しかし､最近では､数ヵ月以上と長期にわたって販売会が開催される中で､無料や安価に販売され
る日用品を目当てに会場に通い続ける高齢者に対し､販売員が個別に声を掛けて高額な商品の購入
を勧めるといった手法も見られるようになりました。

〔相談事例1〕無料の商品を目当てに通っていたら､2 ヶ月で500万円以上契約していた。
〔相談事例2〕4年間にわたり､500万円以上のサプリメントを購入させられた。
〔相談事例3〕チラシを見て健康講座に通い､体に良いという健康食品を購入させられた。
〔相談事例4〕物忘れが激しい母を業者が車で迎えに来て、次々と販売していた。

1． 高齢者を粗品配布や楽しい話で会場に集め､長期的に会場に通い続ける中で高額な商品を次々
に販売する。

2． 高齢者が支払い困難になるまで過量に販売する。平均支払い金額は170万円にもなり､中には
老後の資金を崩してまで商品を購入させられる。

1． 安易に会場に近づかないこと。勧誘されても不要な商品の購入はき
っぱり断りましょう。

2． 大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か考えましょう。

少しでも不安を感じたら松伏町消費生活センターにご相談ください。

問合せ：教育文化振興課　  991-1873/ 企画財政課　  991-1815

　　災害と人権　～震災から5年を迎えて～
　地震と津波､それに伴う原発事故の影響により未

み ぞ う
曾有の大災害となった東日本大震災から節目となる5

年が経過します。その間､政府､企業､NPO､ボランティアからの支援と努力により､インフラや経済の復
旧がなされてきましたが､平成28年1月現在､全国で約178,000人､埼玉県内では約5,100人もの方が住み
慣れた故郷を離れ､避難を余儀なくされています。震災などによる被害は､今もなお現実のものとして存
在しているのです。
　そして､この5年の間にも我が国は､昨年9月の関東･東北豪雨など多くの災害に見舞われました。災害
においては､発生直後には生命そのものが大きな危険にさらされ､続いて､避難所での要配慮者や女性への
配慮などが課題となります。また､東日本大震災においては原発事故での風評被害､被災者に対するホテ
ルでの宿泊拒否やいじめなどのように､デマや情報不足を大きな原因とした重大な人権侵害が発生しまし
た。
　災害と人権には密接な関係があり､災害時に人権を守るためには､普段から一人ひとりが人と人とのつ
ながりの重要性を認識し､正しい知識と思いやりの心を持つことが大切です。
　節目となる今こそ､東日本大震災の復旧･復興は道半ばにあることを認識し､これまでの5年間を振り返
ることを通じて､災害と人権について再認識する時ではないでしょうか。

トラブルに遭わないためのアドバイス

相談事例からみられる問題点
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3月の乳幼児健診 問合せ：保健センター　  992-3170･4323

※9か月児健診では､歯ブラシをプレゼントしています。
※3歳4か月児健診では､希望者にフッ素塗布を行います。

4か月児健診 9か月児健診 1歳8か月児健診 3歳4か月児健診 離乳食講習会(要予約)
受付は13:15から14:00までです。対象の方に個別通知しています。 10:00 ～ 11:30

23日(水)
(27年11月生)

16日(水)
(27年5月生)

2日(水)
(26年7月生)

9日(水)
(24年11月生)

15日(火)
中期･後期

保健センターのお知らせ

予防接種の受け忘れはありませんか？
　次の予防接種は接種期間の終了が迫っています。特に麻しん･風しん2期と高齢者肺炎球菌の対象者で未接
種の方は早めの接種をお勧めします。接種期間を過ぎての接種は､任意接種となり接種費用は全額自己負担と
なります。

予　防　接　種 対　象　年　齢 接　種　期　間
麻しん･風しん

(MR)混合 第2期 平成21年4月2日生～平成22年4月1日生 平成28年3月31日まで

二種混合
(ジフテリア･破傷風) 第2期 小学6年生：11歳以上13歳未満(13歳の誕生日の前日まで)

（平成27年度は平成15年4月2日生～平成16年4月1日生の方に通知)

高齢者肺炎球菌
平成27年4月2日から平成28年4月1日の間に65歳
･70歳･75歳･80歳･85歳･90歳･95歳･100歳の誕生
日を迎える方でハガキが届いた未接種の方。

平成28年3月31日まで

　｢子ども予防接種週間｣は､保護者をはじめとした地域にお住ま
いの皆さんに予防接種に対する関心を高めてもらい､予防接種率
の向上を図ることを目的として設けられたものです。
　4月からの入園･入学に備え､まだ受けていない予防接種がない
か母子健康手帳を確認しましょう。まだ受けていない予防接種が
あれば､かかりつけ医と相談の上､早めに受けましょう。
　予防接種には次のような目的と効果があります。早めに接種を
受けて病気を未然に防ぎましょう。

健康ラ
イフ 3月1日(火) ～ 7日(月)は

｢子どもの予防接種週間｣です。

病気の感染予防
免疫をもつこと
で病気にかかり
にくくなります。

症状の軽減
感染･発病して
も軽度の症状
ですみます。

病気のまん延防止
感染･発病しなければ人に
うつすことがないので､感
染症の拡大を防ぎます。

こころの健康講座
｢セカンドライフをより輝けるものに！ ｣
～睡眠とこころの健康♥明日からあなた
もHAPPY LIFE ～
　講師に上級睡眠健康指導士･食育イン
ストラクターの藤原徳子氏をお招きしま
す。各自治体､民間企業において幅広く
講演活動を行い活躍されている方です。
ぜひお申込みください。
■ 日時/3月22日(火)午後1時30分～ 3時

15分
■場所/保健センター
■対象者/町内在住･在勤の方
■定員/45名(申込み順) 
■費用/無料
■申込み･問合せ/
　保健センター 992-3170

広告
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無 料 相 談
相談名 日　時 場　所 内　容 問合せ

人権･行政相談 3月7日(月)
午後1時～ 4時

役場第二庁舎3階
会議室

人権相談…差別､嫌がらせな
ど人権に関する相談
行政相談…国や行政などの仕
事や手続きに関する相談

企画財政課
991-1815

総務課
991-1895

弁護士による
法律相談

3月17日(木)､28日(月)
いずれも午後1時30分～ 4時
※7日(月)から予約受付

ふれあいセンター
介護相談室 法律に関する相談 社会福祉協議会

991-2701

心配ごと相談 3月17日(木)
午後1時30分～ 4時

ふれあいセンター
介護相談室 生活に関する相談 社会福祉協議会

991-2701
こころの相談 3月14日(月)

午後1時10分～ 2時30分 保健センター 不安･不眠･イライラなどでお困
りの方を対象とした相談

保健センター 
992-3490

教育相談 月～金曜日
午前9時10分～午後2時30分

教育相談室
(適応指導教室内)

子どもの悩みや問題に関する
相談

適応指導教室
992-2000

就学相談 月～金曜日
午前9時～午後5時

役場第二庁舎2階
教育総務課

平成28年4月以降に入学する
お子さんの発育や障がいなど
に関する相談

教育総務課
991-1864

消費生活相談 月～木曜日
午前10時～正午､午後1時～ 4時

役場第二庁舎1階
消費生活センター

買い物や商品の苦情､契約に
関するトラブルなど消費生活
に関する相談

環境経済課
991-1854

女性相談･
育児相談

3月7日(月)午前9時30分～午後0時30
分
3月2日(水)､9日(水)､12日(土)､16日
(水)､23日(水)､26日(土)30日(水)
いずれも午後1時～ 4時
※お急ぎの場合､相談日以外も受付

役場内相談室
(保育あります)

女性相談…男性からのDV､ス
トーカー ､女性の生き方など
でお悩みの方を対象とした相
談
育児相談…子育てや育児で悩
んでいる方を対象とした相談

企画財政課
991-1815
991-1825

(月･水･土曜日
のみ)

健康(育児)相談 3月2日(水)､4月6日(水)
いずれも午前9時30分～ 11時 保健センター

健康相談…血圧測定､尿検査､
生活習慣病予防に関する相談
育児相談…身長､体重の測定､育
児の悩みに関する相談

保健センター  
992-3170

栄養相談 3月2日(水)､4月6日(水)
いずれも午前9時～ 11時 保健センター 子どもから大人まで栄養に関

する相談
保健センター  

992-3170

人権相談 月曜日
午前9時～午後4時

さいたま地方法務
局越谷支局
(越谷市東越谷)

差別､いじめ､嫌がらせなど人
権に関する問題の相談

さいたま地方法務
局越谷支局

048-966-1337

不動産相談 3月22日(火)､4月20日(水)
いずれも午前10時～午後3時

埼玉県宅建協会越
谷支部(越谷市役所
駐車場隣)

弁護士と相談員による不動産
に関する相談

埼玉県宅建協会越
谷支部

048-964-7611

要予約

要予約

要予約

要予約

電話でご確認の上 ､ 受診してください。 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。
3/6(日) 津田医院 内 993-3111
13(日) ねもとレディースクリニック 婦 ･ 産 ･ 内 991-5216
20(日) 宮里医院 内 991-2911
21(月) 宮里こどもクリニック 小 ･ 内 ･ 皮 991-5010
27(日) 埼玉筑波病院 内 ･ 外 992-3151

4/3(日) 埼玉あすか松伏病院 内 ･ 外 992-0411

3/3(木) 津田医院 993-3111
9(水) 宮里こどもクリニック 991-5010

23(水) 埼玉筑波病院 992-3151
30(水) 宮里こどもクリニック 991-5010

4/7(木) 津田医院 993-3111

小 児 時 間 外 診 療休 日 当 番 医

※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。
　詳細は町ホームページに掲載しています。

受付時間：午後7時〜9時30分受付時間：午前9時〜正午
( 初期救急 )

要予約

※相談はそれぞれ専門の方が対応します
※相談日が祝日の場合は､お休みです

広告

会員募集会員募集
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日時 場所 内容 対象 定員 費用 持ち物 申込み 問合せ

吉川市
春休み映画会

3月19日(土)①午前10時～②午
後1時30分～

中央公民館ホール
｢インサイド ヘッド(95分)｣を上

映。
400人(先着)　 無料
中央公民館
048-981-1231

前川中吹奏楽部演奏会
一音入魂さ～と

3月21日(月･振休)午後1時30分
～ 3時

コミュニティセンター
どなたでも　 無料
当日直接会場へ。
南児童センター
048-955-7203

出羽チューリップコミュニティフェ
スタ2016

4月3日(日)午前10時～午後2時
出羽公園(七左町四丁目222番

地)
色鮮やかな6万本のチューリッ

プによる巨大チューリップガーデ
ン

出羽地区コミュニティ推進協議
会(出羽地区センター内)

048-940-7521

草加さくら祭り
3月27日(日) ～ 4月2日(土)
葛西用水(稲荷地区)

文化観光課
048-922-2403

第11回川の駅･中川やしお花桃まつ
り

3月10日(木) ～ 30日(水)
中川やしおフラワーパーク
▶19日のみ･要予約：中川～大

場川クルージング体験､盆踊り唄
コンテスト▶20日のみ：中川やし
お花桃ウォーキング(要予約)､大声
コンテスト(予約不要)▶19日･20
日：手ぶらでバーベキュー (要予
約)､模擬店ほか

入場無料
(一社)八潮市観光協会(八潮市商

工会内)
048-996-1926

　毎年恒例の｢ふるさと寄席｣。
　今回は､春風亭一朝と柳家花緑の落語などを
お届けします。
■日時/3月13日(日)午後2時開演(1時30分開場)
■ 出演/春風亭一朝(落語)､柳家花緑(落語)､
　鏡味初音(太神楽曲芸)　ほか
■ 費用/大人2,000円､高校生以下1,000円
　【全席指定】
　※未就学児の入場はご遠慮ください。
　※チケット好評発売中！

問合せ：田園ホール･エローラ(中央公民館)　  992-1001･1321

越谷市

三郷市
草加市

吉川市

八潮市

ふるさと寄席　春風亭一朝・柳家花緑二人会

　田園ホール･エローラ(松伏町中央公民館)で開催するコンサートなど
をお得に鑑賞できる会員制度です。
　皆さんのご入会をお待ちしております。

【年会費】個人会員1,000円､法人･団体会員10,000円
【会員特典】①コンサート情報の送付　②チケットの先行販売　
　　　　　  ③チケット料金の10％割引
　　　　　  ④チケットの当日受取及びチケット料金の当日支払
※ 詳 し く は ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.town.matsubushi.lg.jp/

www/matsubushi/ellora.html)をご覧ください。

エローラ友の会会員募集

春風亭一朝 柳家花緑 鏡味初音
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松伏町表彰条例表彰式を行いました
　1月27日､町の発展にご尽力いただいた方々に
対し､町の表彰条例に基づく表彰が行われました。

【功労表彰】
　石田 三郎 氏(交通指導員)(写真右から2番目)
　宮里 眞美子 氏(保育所嘱託医)
　津田 麻希子 氏(町医)
　長澤 源太郎 氏(社会教育委員)
　田中 れい子 氏(社会教育委員)(写真左から2番目) 子ども陶芸教室を開催しました

　1月23日と2月6日の二日間､中央公民館で子ど
も陶芸教室を開催し､小学1 ～ 6年生の8人がオリ
ジナルマグカップを作りました。
　粘土でカップの形を作り､自由に色や模様､絵な
どをつけて､自分だけのマグカップを完成させま
した。

New Year Party 2016(ニューイヤー・パー
ティー 2016)を開催しました
　1月31日､中央公民館で開催し､町内や近隣にお
住まいの外国人の方も参加しました。
　なごやかな雰囲気のなか､アトラクションなど
で交流し､楽しいひとときを過ごしました。

地方創生北部拠点活性化事業｢まつぶし冬
フェス｣を開催しました
　2月13日､町の魅力をPRし､多くの方に町を訪
れてもらうことを目的として､町の北部地区を中
心に､AKB48チーム8も応援した｢まつぶし町めぐ
りウォークラリー ｣､福田正博さんの｢小学生サッ
カ―教室｣､立花みどりさんの｢骨盤体操･ピルビス
ワーク教室｣､東大生の｢子ども科学実験教室｣の4
つのイベントを開催しました。当日は､全国から
約1800人が参加し､おおいに賑わいました。

第41回松伏町新春ロードレース大会が行わ
れました
　1月17日､松伏記念公園･総合公園で開催され､7
77人の参加者により16部門で競技が行われまし
た。ランナーの皆さんの懸命な走りにより､8部門
で15名の方が大会記録を更新されました。(成績
などは6ページをご覧ください。)



1月分

総人口と世帯　火災･救急･交通事故
人口/3万262人(前月比59人減) 
男/1万5,289人　女/1万4,973人
世帯数/1万1,667世帯 (2月1日現在)
    　　 火災/0件(0件)　 救急/96件(96件) 
交通事故/54件(54件)　　死者/0人(0人)　

※(  )内は1月からの累計
　　広報まつぶし  No.562　発行日：平成28年3月1日　　編集･発行　総務課

TEL 991-1898  (直通) FAX 991-7681 ※松伏町の市外局番は｢048」です。　　   〒343-0192 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地 　　　　　　　
　　　開庁時間：午前8時30分～午後5時15分(土･日曜日及び祝日･年末年始を除く。閉庁時間は守衛室 991-1900へ)。
　　　※この広報紙は１部あたり約27円(印刷製本費)で作成されています。(再生紙を使用)
　　　※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。

マップーメール
(メール配信サービス)町公式Twitter 町公式Facebook

　休日証明書等交付窓口
　　日　　時/3月13日(日)､27日(日)
　　　　　　  いずれも午前9時～午後1時
　　場　　所/役場本庁舎1階 住民ほけん課
　　証 明書等/ 住民票･印鑑登録証明書･戸籍証明書
　　　　　　  パスポート受取り･個人番号カード受取り
　　問 合 せ/住民ほけん課 991-1866

　町内で唯一の高校である埼玉県立松伏高等学校は､昭和56年11月
10日に全日制の普通科として開校しました。その後､平成2年4月1
日に情報コースを設置(平成7年に情報ビジネスコースと名称変更)､
平成6年4月1日に音楽科が設置され､さらに専門的な知識や技術も学
べるようになりました。
　選択授業や部活動などで､自分の在籍する学科やコース以外の分野
についても学ぶことができ､幅広い進路希望に対応できるのも大きな
魅力です。

　埼玉県立松伏高等学校

▲声楽アンサンブル▲声楽アンサンブル▲声楽アンサンブル

▲校章は日本画家で名誉町民の
　後藤純男画伯がデザイン
▲校章は日本画家で名誉町民の▲校章は日本画家で名誉町民の

▲音楽棟「シンフォニア」▲音楽棟「シンフォニア」

▲個人レッスンの様子

トランペット

マリンバ

クラリネット

▲個人レッスンの様子▲個人レッスンの様子
ピアノ

　その中でも特に音楽科は､全国的にも
少ない学科で､ピアノ専攻､声楽専攻､管
弦打楽器専攻､ミュージカル専攻から進
みたい道が選べます。
　授業は､一流の講師による個人レッス
ンやアンサンブルなどの高いレベルの指
導が､県内の高校で最も設備が整った音
楽棟｢シンフォニア｣で行われています。
18部屋あるレッスン室は､休み時間や放
課後に開放しており､自主練習に使用す
ることもできます。
　また音楽に関する部活動も盛んで､｢合
唱部｣と｢吹奏楽部｣は全国大会などにた
びたび出場し､金賞など数多くの賞を受
賞しています。この部活動には､音楽科
の生徒だけでなく､普通科の生徒も多く
参加しており､学科を越えた交流もあり
ます。
　町の行事やイベントなどで歌や演奏を
披露し､“音楽のまち　松伏”を盛り上
げてもらっています。
　ぜひ一度､鑑賞にお越しください。

松伏町の桜の写真を募集！
松伏町の桜の写真を募集します！
詳細は町ホームページにて。

▲ キャラクターは卒業生で漫画家
の森川ジョージ氏がデザイン

埼玉県立松伏高等学校
住所： 松伏町ゆめみ野東
　　　2丁目7番地1

048-992-0121　
http://www.matsubushi-h.

　spec.ed.jp/
松伏高校キャラクター　

左から､
マツケン
松太郎
松姫


