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今月の新着図書

		 休館日：1日(月)・8日（月）・
15日（月）・22日（月）・29日（月）
図書貸出休止日　上記休館日

秋のバードウォッチング
　日本野鳥の会と共催の“探鳥会”
です。双眼鏡も野鳥図鑑も不要で
す。自然豊かな松伏記念公園周辺
の野鳥を探してみましょう！
日9月23日(金・祝)9:15～12:00(雨天中止)
場松伏記念公園周辺(9:15に中央
公民館1階ロビー集合）
対・定５名(申込み順、小学生以下
は保護者同伴)
費資料代200円(中学生以下無料。
当日集金)　持筆記用具、雨具
※動きやすい服装でご参加ください。
申・問８月24日(水)10時から中央
公民館へ(電話申込みのみ)

・宙ごはん	 町田　そのこ	著
・死神と天使の円舞曲	 知念　実希人	著
・実家じまい終わらせました！
〜大赤字を出した私が専門家とた
どり着いた家とお墓のしまい方〜
	 松本　明子	著
・ブラックホールってなんだろう？
	 嶺重　慎	文・倉部　今日子	絵
・ぬいぐるみきゅうじょたい
	 デイヴィッド・Ｂ・ドレイパー	絵

・家族でおでかけ関東周辺2022
	 昭文社（まっぷるマガジン）
・天国への電話
	 ラウラ・今井・メッシーナ	著
・	鎌倉時代からの挑戦状！歴史探
偵Kのタイムワープ	
	 一式　まさと	マンガ
・コットンのティータイム
	 あんびる　やすこ	著
・きょうはおうちでなつまつり
	 ももろ	絵・新井　悦子	作

休館日：1日(月)·8日(月)·10日
(水)·15日(月)·22日(月)·29日(月)
図書貸出日：休館日及び祝日
を除く
貸出時間　9:00～16:30

まつぶし町民まつり2022開催中止のお知らせ
　10月16日（日）に開催を予定しておりました「まつぶし町民まつり2022」は、開催に向けて新型コロナウイル
ス感染症対策について検討を重ねてまいりましたが、安心して楽しんでいただくことや賑わいの創出など、町民
まつりの本来の目的を達成することが難しいものと判断し、やむを得ず中止することを決定しました。
　開催を心待ちにしていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

生 涯 ス ポ ー ツ
生 涯 学 習

おはなしランド
日・内８月13日・27日	手作大型紙
芝居の日「りゅうのめのなみだ」
いずれも土曜日	14：00～15：00
場多世代交流ホール
費無料。直接会場へお越しください。

気楽に遊び体
日8月13日(土)9:00～11:00
場B&G海洋センター
対どなたでも(1人でも可)。　費無料
持運動のできる服装、体育館シューズ
【今月の種目】さいかつぼーる、ミ
ニテニス、吹き矢（スポーツ）ほか。
【主催・指導】松伏町スポーツ推進委員
問Ｂ＆Ｇ海洋センター

休館日：1日(月)・8日（月）・
15日（月）・22日（月）・29日（月）

作って遊ぼう
日・内8月13日「フーフーボール」
8月27日「バルーンカー」
いずれも土曜日	15：00～15：30
場多世代交流ホール
費無料。直接会場へお越しください。

総合型地域スポーツクラブ
｢マッピー松伏」
①健康ヨガ（9:40〜）
日8/14、21、28	 いずれも日曜日
②バランスボール教室（11:30〜）
日8/16、23、30	いずれも火曜日
③エンジョイ・ダンス（9:40〜）
日8/3、17、24、31	 いずれも水曜日
④絵手紙教室（10:00〜）
日8/4、25　	 いずれも木曜日
⑤ケンコー体操教室（11:30〜）
日8/5、19、26	 	いずれも金曜日
⑥松伏吹き矢道場（13:30〜）
日8/5、26　	 いずれも金曜日
⑦体幹トレーニング（11:30〜）
日8/27(土)
⑧ピラティス教室（11:30〜）
日8/6、20　	 いずれも土曜日
場Ｂ＆Ｇ海洋センター
対16歳以上の方　費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。

Ｂ＆Ｇ海洋センター
☎992-1291

多世代交流学習館 メロディー
☎991-2338

中央公民館
☎992-1321
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I N F O R M AT I O N 催し物などに参加する場合は、マスク着用など感染症対策をお願いします。※	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場・内容・実施方法などが変更に
なる場合があります。
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●地域最安値99,000円(税込)より●

令和5年「松伏町二十歳を祝う会」
実行委員を募集します
対令和4年度に二十歳を迎える方
(平成14年4月2日～平成15年4月
1日生まれ)
▶条件　原則町内在住の方
▶活動内容　二十歳を祝う会の企
画・準備・運営など。9月以降、月1回
程度夜間に会議を開きます。
申・問教育文化振興課

まつぶし出前講座冊子＆サークル
マップ―を改訂しました！
　町民の自主的な学習の場である
まつぶし出前講座の冊子と、町内
にある公共施設を利用し、定期的

松伏町人権セミナー受講者募集
　このセミナーは、6月から12月
まで8回シリーズで開催します。

費無料　定・申事前予約制（申込み
順）。８月1日（月）から教育文化振
興課へ（電話申込み可）。
※	当日、緊急連絡先等のご記入をお
願いします。個人情報に十分留
意の上、開催します。詳しくは町
ホームページをご覧ください。

問教育文化振興課　 ウイークデイテニス大会参加者募集
日9月６日(火)午前9時集合(予定)
予備日9月13日(火)
場松伏記念公園テニスコート
種目：団体戦(男女ダブルス、ミッ
クス)、1人4試合が原則。チーム振
り分けは大会役員が設定します。

申実施日に開催会場で直接申込み
問Ｂ＆Ｇ海洋センター

チャリティー文化フォーラム
〜ニューオリンズジャズフェスティバル2022〜
日８月28日（日）18：00～20：30
場田園ホール・エローラ
内アメリカ、ニューオリンズの
ジャズ演奏など
定先着420名
費４,000円　申電話で申し込み	
問NPO法人エコフレンドネットワーク
斉藤	詔治　☎︎048-981-1414

マッピー軟式庭球部
日8/10、17、24
いずれも水曜日	11:00～13:00
場松伏記念公園テニスコート
対60歳以上の男性　費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。

【第４回︼８月18日(木)14:00〜15:30
場中央公民館（田園ホール・エローラ）
【テーマ】「介助犬の概要説明、PR犬
によるデモンストレーション」
【講　師】社会福祉法人日本介助犬協会

秋季松伏町テニス大会参加者募集!
日9月４日(日)8:00～(予定)
予備日9月11日(日)
場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)
※2部(初級)のエントリー数に
よっては、1部に組入れます。
対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1組3,000円（町テニス協会員は
1名につき250円引）
その他　集合時間、組合せは8月
27日(土)以降に連絡します。
申・問8月19日(金)までに参加種
目・住所・氏名・電話番号を明記の
上、下記メール又はFAXでテニス
協会事務局まで。
tennis_association_murata@

yahoo.co.jp(村田)
☎︎・FAX048-991-7717(増田)

キッズ＆ジュニアレッスン参加者募集
　日本テニス協会認定プロフェッ
ショナルコーチと楽しくテニスを
始めてみませんか!!スポンジボー
ルを使用した体育館でのテニス
レッスンです。
日9/18、25、10/9、23、30、11/13
いずれも日曜日　全6回
13：00～14：00	（募集人数20名）
14：00～15：00	（募集人数20名）
　いずれか1時間
場B&G海洋センター　体育館
対松伏町在住、在園、在校の年長～
小学3年生
費1人3,000円（全6回	保険代含む）
▶その他	体育館履きと運動ので
きる服装にてご参加願います。
申・問9/4（日）までに住所・氏名・電
話番号を明記の上、下記メール又
はFAXでテニス協会事務局迄。
tennis_association_murata@

yahoo.co.jp(村田)
☎︎・FAX048-991-7717(増田)

に文化・芸術・スポーツなどのサー
クル活動を行っている団体を紹介
したサークルマップ―を改訂し
ました。町内公共施設、教育文化振
興課窓口等で配布、また、町ホーム
ページで公開しています。様々な
講座・サークル情報を掲載してい
ますので、ぜひご活用ください。

対どなたでも参加可能(会員、町内
外及び年齢不問)。個人参加が原則。
費松伏町テニス協会員1,000円/
人、非会員1,200円/人
▶その他　集合時間、組合せは8
月24日(水)以降に連絡します。
申・問8月19日(金)までに住所・氏名・
電話番号を明記の上、下記メール又は
FAXでテニス協会長谷川まで。
☎︎・ 080-6884-2812
shinyumi2@tbz.t-com.ne.jp教育文化振興課

☎︎	991-1873

サークル・団体の催し・募集

13MATSUBUSHI	2022.8		No.639

日日時　場場所　内内容　対対象　定定員　費費用　持持ち物　申申込み　問問合せ　 メール　 WEB



広
告木曜は女性医師によるレディースデイ

10:00～12:00

普通救命講習Ⅰ及びⅡ

社会福祉協議会嘱託職員募集

募　　集

日8月28日（日）	9：00～12：00又は13：00
場南分署　内心肺蘇生やAED、異物
除去、止血法など。　定20名　費無料
申8月8日（月）～19日（金）
問吉川松伏消防組合警防課
☎︎048-982-3968

　未経験者歓迎。私たちと一緒に
福祉の現場で働きませんか。
①デイサービス運転手
②学童クラブ指導員
③	障がい福祉サービス事業所かる
がもセンター支援員

申上記①～③の希望職種を明記の
うえ履歴書を8月15日（月）までに
（郵送の場合は消印有効）
下記へ郵送又は持参。書類選考後、
面接を実施。
問〒343-0111大字松伏357番地
（ふれあいセンターかがやき２階）
松伏町社会福祉協議会
職員募集担当
☎︎991-2700
社協ホームページ

＜その他の募集＞

救命入門コース
日8月21日（日）9：00～10：30
場松伏消防署
内小学校高学年の方や普通救命講
習の受講希望はあるが、講習時間
が取れない方、これから普通救命
講習を受講される方を対象とし
た、胸骨圧迫やＡＥＤを中心に学
ぶ講習です。　定15名　費無料
申８月1日（月）～12日（金）
問吉川松伏消防組合警防課
☎︎048-982-3968

＜町のお知らせ＞

お　知　ら　せ

防災行政無線などを用いたＪア
ラートの試験放送を行います

　地震や武力攻撃などの災害時に
備え、Ｊアラート（全国瞬時警報シ
ステム）を活用した防災行政無線
とメール配信サービス（マップー
メール）・架電サービスの試験放送
（試験配信）を行います。
【試験実施日】	８月10日（水）11時頃
【実施する情報伝達】
①防災行政無線の一斉放送
（上りチャイム音）
「これは、Ｊアラートのテストで
す。」×３回
「こちらは、防災まつぶしです。」
（下りチャイム音）
②メール配信サービス（マップー
メール）・架電サービスの配信
　町メール配信サービス（マップー
メール）・架電サービスに登録して
いる方へ、「①防災行政無線の一斉
放送」と同じ内容が配信されます。
　なお、災害の発生や気象状況に
よっては、試験放送が中止となる
場合があります。
※	Ｊアラートとは、地震・津波・武
力攻撃などの緊急情報を人工衛
星などを利用して、国から瞬時
に情報伝達するシステムです。

問総務課　☎︎991-1895

町民意識調査等へのご協力
ありがとうございました

　「松伏町第６次総合振興計画」の
策定にあたり、町民の皆さまから
ご意見をいただくため町民意識調
査等を実施しました。お寄せいた
だいたご意見は貴重な資料とし
て、今後の町政運営に活かしてま
いります。

特定保健指導を実施します
　特定保健指導は、特
定健診の結果に応じて
ご本人が自らの健康状
態を理解し、生活習慣
改善のための自主的な
取組を続けていけるよ

う、専門家（保健師、管理栄養士な
ど）がサポートを行うものです。
対特定健診の結果から、生活習慣
病の発病リスクが高く、生活習慣
病の予防効果が多く期待できる方
▶利用方法　対象の方に郵送でお
知らせします。詳細は案内通知を
ご覧ください。
問住民ほけん課　☎︎991-1868

転入・転居を検討されている
新婚さんへ

〜結婚新生活支援事業〜

　松伏町内で結婚生活をスタート
する新婚世帯に、住居費や引っ越
し費用などの一部を助成します！
【居住費】松伏町内の物件の取得
費・賃料・共益費・敷金・礼金・仲介
手数料、リフォーム費等
【引っ越し費用】婚姻に伴う引っ越
し業者や運送業者への支払い
※助成には所得制限等の条件があ
ります。
問すこやか子育て課
☎︎991-1876

　なお、まだご回答いただいてい
ない方につきましては、本調査の
趣旨をご理解いただき、８月10日
（水）までに郵送（切手不要）でご返
送いただくか、町内公共施設（役場・
中央公民館・多世代交流学習館・北
部サービスセンター）に設置された
「回収箱」にご投函ください。
問企画財政課　☎︎991-1818

14 広報まつぶし　2022年8月　No.639
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ぜひ他社の金額と比較してみてください！

株式会社 山中商店
0120-06-1107

★庭木の伐採1本～承ります  ★水回りのリフォーム・外構工事

北葛飾郡杉戸町
堤根4362

ペットボトルごみの削減

浄化槽を使用する場合は点検、
清掃、法定検査が必要です

樹木等の適切な維持管理
〜安全安心な道路空間確保のため〜

「保育士向けの就職フェア」

下水道排水設備工事責任技術者共通試験

　ペットボトルは、細い繊維として
糸に生まれ変わり自動車の内装材、
カーペット、ユニホーム、卵パック
又は再度ペットボトルに生まれ変
わることができる優れものです。
　貴重なペットボトルは、捨てれ
ばごみとなってしまいます。また、
海まで流れると生態系に影響を及
ぼします。しかし、リサイクルすれ
ば、資源として生まれ変わり地球
温暖化や環境対策に大きく寄与す
ることになります。
　心がけしだいで、ごみが「宝」に
変わる瞬間です。普段からリサイク
ルに気遣いECOに努めましょう。
　また、暑い季節は飲み物等を多
く消費しますが、ペットボトルだ
けに頼るのではなく、マイボトル
を使用しペットボトルの削減にご
協力をお願いします。
問環境経済課　☎︎991-1840

　浄化槽を使用する場合は、浄化
槽法により「保守点検」、「清掃」、
「法定検査」の３つを行うことが義
務付けられています。
■保守点検　保守点検は、県知事
の登録を受けた保守点検業者に依
頼してください。
■清掃　毎年１回浄化槽の清掃を
しなければなりません。
　清掃は、町の許可を受けた下記
業者へ委託してください。
●有限会社松伏清掃事業
　☎︎048-991-3011
●共栄商事有限会社　
　☎︎048-991-4828
●エスシーエス株式会社
　☎︎048-936-1234
■法定検査（「設置後の水質に関す
る検査」「定期水質検査」）

　法定検査受検の申込み･問合せ
　（一社）埼玉県浄化槽協会法定検
査部　☎︎048-501-5707
■一括契約制度とは
　浄化槽を使用する場合の義務で
ある「保守点検、法定検査、清掃」の
３つについて、一つの契約書で締
結する契約です。
　申込み・問い合わせは、上記の浄
化槽清掃業者にお願いします。

　道路や歩道に張り出した樹木等
は、自動車や歩行者の通行の支障
となります。
　私有地から道路に張り出してい
る樹木等は、土地所有者の方に維持
管理の責任があります。樹木等の適

▶受験資格　次のいずれかに該当
する方（詳細は受験案内参照）
①	高等学校の土木工学科又はこれに相
当する過程を修了して卒業した方
②	高等学校を卒業した方で、排水設
備工事等の設計又は施工に関し、
1年以上の実務経験を有する方
③	排水設備工事等の設計又は施工
に関し、2年以上の実務経験を
有する方
④①～③に準ずる方
▶試験日　11月27日（日）
場聖学院大学（上尾市戸崎１－１）
申郵送（詳細は受験案内を参照）
▶受験料　10,000円
▶受験案内　８月22日（月）から
まちづくり整備課で配布
▶その他　新型コロナウイルス感
染症の影響により、試験会場を変
更もしくは試験を中止する場合が
あります。その際は、受験者に別途
ご連絡します。
問まちづくり整備課	☎︎991-1844

児童手当制度の一部変更について
（大切なお知らせです。必ずご確認ください）

　令和４年度の現況届から、毎年
６月の提出が原則不要になりまし
た。（受給者の現況を公簿等で確認
することで、現況届の提出を不要
とします。）
※	ただし以下の方は、引き続き現
況届の提出が必要です。
①	配偶者からの暴力等により、住民
票の住所地が松伏町と異なる方
②	支給要件児童の戸籍や住民票が
ない方
③	離婚協議中で配偶者と別居され
ている方
④	法人である未成年後見人、施設
等の受給者の方
⑤	その他、松伏町から提出の案内
があった方

問すこやか子育て課
　☎︎991-1876

＜県のお知らせ＞

浄化槽法
第7条検査

浄化槽を新たに設置し
た際に行う水質検査

浄化槽法
第11条検査 毎年行う水質検査

切な維持管理をお願いします。
　倒木や枝葉が原因で事故が発生
した場合、所有者に対して管理責
任が問われることもあります。
問まちづくり整備課	☎︎991-1823

　埼玉県が保育士向けの就職フェ
アを実施します。
　興味のある方はぜひご来場ください。
①川越会場
日９月３日（土）13:00～16:00
場ウェスタ川越　１階多目的ホール
②大宮会場
日９月17日（土）13:00～16:00
場ソニックシティビル	地下第四
展示場・第五展示場
問県少子政策課	☎︎048-830-3349
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持ち帰ってね

8/1　10:00

イエローチョーク作戦

　イエローチョーク作戦とは、道路などに放置された犬のフンの周
囲を黄色のチョークを使って丸で囲み、発見日時を書くことによっ
て、困っている住民がいることを散歩マナーの悪い飼い主に伝え、自
発的な回収を促すとともに、モラルの向上を図る取り組みです。
　チョークを町環境経済課窓口で無料配布（１人2本まで）しますの
で、この取り組みにご協力ください。
　なお、個人所有の敷地や私道などで実施する場合は、必ず所有者の
許可を得てください。
　また、交通事故や歩行者などの妨げにならないようご注意くださ
い。	問環境経済課　☎︎991-1839

人権啓発イベント
ヒューマンフェスタオンライン

　人権尊重社会をめざす県民運動
強調月間に合わせ、オンラインで
人権啓発イベントを開催します。
　人権を取り巻く課題はインター
ネット普及等によって複雑多様化
しています。
　本イベントは、県民の皆さまに
人権について身近に感じていただ
ける内容となっています。
　是非イベントにご参加ください。
日8月1日（月）～9月30日（金）
場インターネット特設サイト
【テーマ】女性も男性もLGBTQも誰もが
いきいきと活躍できる社会をめざして
内①人権メッセージ動画②人権啓
発クイズ③人権啓発ポスターやパ
ネル等のWEB展示
問県人権・男女共同参画課
☎︎048-830-2255

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間
日8月26日（金）から9月1日（木）ま
での7日間		8:30～19:00まで
※	ただし、8月27日（土）及び8月28
日（日）は、10:00から17:00まで

☎︎0120-007-110（全国共通・無料）
※IP電話からは接続できません。
▶相談担当者　法務局職員、埼玉
県人権擁護委員連合会子ども人権
委員会委員（秘密は厳守します。）
問さいたま地方法務局人権擁護課
☎︎048-859-3507

「未来のこどもたちの食を守ろう」
セミナーの開催

　フードバンク、子ども食堂など
で活躍するNPO法人の活動を体
感することで、今後の地域社会活
動に気軽に参加できるセミナーへ
の参加者を募集します。
日9月15日（木）
13：30～16：00（受付13：00～）
内①セミナー「子どもたちの食を
守るネットワークづくり」　
講師：笠井	直歩	氏　（NPO法人　
care	nation	代表理事）
②NPO活動体験交流会
場春日部地方庁舎　大会議室
（春日部市大沼1－76）
費無料
申9月2日（金）までに電話で申し
込み。
定50名（先着順）
問県東部地域振興センター　県民
生活担当	☎︎048-737-1110

埼玉県環境アドバイザー
　埼玉県では、豊富な経験や知識
を有し地域で環境保全活動や環境
学習等の指導・助言を行う環境ア
ドバイザーを紹介しています。環
境学習にご活用ください。
　また、埼玉県では、環境アドバイ
ザーの募集も行っています。詳細は
県ホームページを
ご覧ください。
問県環境政策課
☎︎048-830-3019

「エコライフDAY・WEEK埼玉
2022（夏）」に参加しよう

　地球温暖化防止には、ひとりひ
とりの意識と行動が必要です。
　「エコライフDAY・WEEK埼玉
2022（夏）」に参加し、地球環境にや
さしい生活を実践してみましょう。
　エコライフDAY・WEEKとは、簡
単なチェックシートを利用して省
エネ・省資源など環境に配慮した生
活を送ることで地球温暖化を防止
するライフスタイルの実践に向け
たきっかけづくりを行うものです。
【実施期間】9月30日（金）まで
【参加方法】県ホームページから参
加でき、電子申請により結果を報
告します。
問県温暖化対策課
☎︎048-830-3033

1人あたり 620.99 g/日
目標　503.15g/日

※前月比
16.60g減

6月
の家
庭系可燃ごみの量

1
人
1日

卵1個分（60g）のご
み減

量
を！

令和４年度埼玉未来大学
（後期課程）受講生募集

＜その他のお知らせ＞

　人生100年時代を生きるシニア
のための大学「埼玉未来大学」を開
講します。
　健康長寿を実現するプログラム
や今後のNPO、ボランティア活動
を始めることが出来る実践的なカ
リキュラムで、セカンドステージ
の新たな活躍の場を見つける支援
をします。
　詳細は、公益財団法人いきいき埼
玉ホームページをご覧ください。
問（公財）いきいき埼玉
未来大学担当
☎︎048-728-2299

特設サイト
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I N F O R M AT I O N 催し物などに参加する場合は、マスク着用など感染症対策をお願いします。




