


町制50周年記念イベントの

幕明けです!

雪の中でのフォトロゲを大いに楽しみ、

松伏町を堪能してください！！

町長�鈴木　勝

　2月9日（土）に、町制50周年記念事業プレ
イベント「まつぶしフォトロゲイニング」を開
催しました。
　当日は、小雪が舞う中、町内外から58チー
ム155人の方に参加し、町内に設定された
チェックポイントを写真を撮りながら巡り、松
伏町を楽しんでいただきました。
　ゴールでは、大正大学の学生等の協力のも
と、町の特産品等を提供して、参加者の皆さん
に松伏町の魅力を味わっていただきました。
　また、まつぶしPR大使のAKB48チーム8
埼玉県代表髙橋彩音さんも応援に駆けつけ、
イベントに花を添えていただき、50周年イヤー
に向けて、いよいよ本格始動!!
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ゴールで待ってます

松伏町は、2019年4月1日で町制施行50周年を迎えます

AKB48�チーム8
埼玉県代表
髙橋彩音

どこの
チェックポイント
に行こうかな

作戦会議中!!

寒かったけど
楽しかった！
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根根根根根根川川川川川川

第44回松伏町新春ロードレース大会を開催しました

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（事務局�髙橋）�☎070-5074-0563

■開催期間/3月29日（金）～4月7日（日）
� 　　※桜の開花状況によって、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18：00～21：00（雨天中止）
■臨時駐車場/�松伏神社（開催期間中）、松伏町役場（土・日のみ）
■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

田中地区の古利根川堤では、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。ぜひご観賞ください。

■テーマ/古利根川の桜
■応募資格/平成31年4月1日現在
（新学年進級後）に松伏町在住の小学生
■応募締切/4月15日（月）
役場本庁舎1階環境経済課で、3月
　4日（月）から4月15日（月）まで、
画用紙を配布しています。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。

小学生写生大会

古利根川桜まつり

　1月20日（日）、松伏記念公園・総合公園周辺で、新春ロードレース大会を開催しました。当日は、風もなく晴れ渡
る青空のもと、全14部門827名の参加者で競技が行われました。
　昨年に引き続き、ゲストランナーは、ＮＨＫテレビ気象キャスターの平井信行さんです（写真下・㊧）。一般の部
5Kmのレースに参加され、大会を盛り上げていただきました。大会の成績については、11ページをご覧ください。

小学生写生大会

問合せ：Ｂ＆Ｇ海洋センター��☎992-1291
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　　両日とも雨天決行　※当日は両日とも9時から9時45分の間に入場の順番を決める抽選を行います。
　並んだ順では入場できませんので、8時より前には並ばないでください。
■場所/B&G海洋センター（雨天時はB&G海洋センターと中央公民館）
■職業体験参加対象/年長（新1年生）から18歳まで
　飲食街を希望する参加者はエプロンと三角巾又は帽子を持ってきてください。忘れた場合でも貸し出しはできます。
　※�ミニまつぶしは、子どもによる子どもだけのまちですが、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。）
■費用/参加費　１日券200円　2日間券300円

■�免除期間/出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊
娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された方を含みます。)
■�産前産後期間の取扱い/産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎　
年金の受給額に反映されます。
■対象者/「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
■届出時期/出産予定日の6か月前から届出可能です。
　※ただし、届出ができるのは平成31年4月1日の施行日からです。
■届出先/役場住民ほけん課国保年金担当窓口
■添付書類�/出産前に届け出る場合…母子健康手帳など
� 出産後に届け出る場合…原則不要
� (被保険者と子が別世帯の場合は、戸籍謄本、
� 出生証明書などの親子関係、出生日がわかる書類）
　�※個人番号（マイナンバー）で申請する場合や代理人が申請する場合、
　　郵送で申請する場合は別途お問い合わせください。

　4月7日執行の埼玉県議会議員一般選挙における期日前投票所を開設します。
投票日の当日、仕事や旅行などにより、入場整理券に記載された投票所での投票ができない方はぜひご利用ください。
■期間/3月30日(土)～4月6日(土)　■時間/8:30～20:00　■場所/役場第二庁舎3階　301会議室
■持ち物/入場整理券（未着の場合は持参する必要はありません）
※選挙の詳細は広報4月号に掲載します。

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２０１９」
問合せ：�教育文化振興課�社会教育担当　☎ 991−1873

埼玉県議会議員一般選挙における期日前投票について
問合せ：�松伏町選挙管理委員会（総務課内）　☎ 991−1893

平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
問合せ：�住民ほけん課�国保年金担当　☎ 991−1870

　※5歳以下の方は100円で500パインと交換できます。
■�内容/受付で参加費を納めて町民となり、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（34か所のお仕事）を選んで
ください。30分で300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。
■協賛/株式会社菅野製麺所（ラーメンを寄贈）
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　4月から利用希望する方は、3月1日(金)から15日(金)までが受付期間です。詳細は下記をご確認ください。
土にふれ、人とふれあいながら、自分の手で好みの野菜を育ててみませんか！
　農園の概要
■名称・所在地/�「赤岩ふれあい農園」・上赤岩959番地【赤岩農村センター隣（北側）】
� ※水道、駐車場、トイレなし【赤岩農村センターの外水道（手洗い用）、駐車場を利用することができます。】
■募集区画数/9区画【1区画20㎡（4ｍ×5ｍ）】（農園全体では20区画）
� ※耕作に必要なもの（水、農機具等）は各自でご用意ください。
■利�用�期�間�/平成31年4月1日（月）から平成32年3月31日（火）まで
� ※年度途中からの申し込みでも3月31日までの利用となります。
� ※申請により、１年ごとに更新することができます。ただし、原則連続して５年を超えることはできません。
■対象/町内、町外在住者
■使用料/年額6,000円（利用が1年に満たない場合は、月割り）
　申請方法　
　利用申請は、毎月1～15日の間に町営農園利用許可申請書を提出してください。最終日が閉庁日と重なる場
合、翌開庁日が提出期限となります。（農園の利用開始は、利用申請の翌月からです。）
　※許可申請書は環境経済課の窓口、町ホームページからダウンロードできますので利用を希望する本人が
　　必要事項を記入の上、窓口に持参又は郵送にて期限に必着するよう提出してください。
　※原則、1世帯で1区画の申請となります（複数区画を希望の場合はご相談ください。）。
　※利用区画の指定はできません。
　※申請が募集区画数を超えた場合は、町が抽選を行います。
　※利用状況（空き区画など）は、町ホームページで確認又は、担当までお問い合わせください。
　ご注意ください　
　次の場合などは、農園の利用の許可を取り消します。
　　●不正な手段によって利用の許可を受けたとき
　　●営利を目的として農作物を栽培したとき
　　●他人に迷惑を及ぼす行為及び管理上支障となる行為をしたとき
　　　※上記以外であっても、条例又は規則等に違反したときも、利用の許可を取り消します。

　引越しに伴う多量の不燃ごみ等の処理には次の３つの方法があります。
①引越し業者等にすべて任せて処理する。
②�ビン、雑芥、ペットボトル、古紙、・布は、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す。
粗大ごみは中間処理場に直接持ち込む、又は個別回収の電話予約（中間処理場）をし、収集してもらう。

■粗大ごみの予約受付
　中間処理場　松伏町築比地1303-1　☎ 992−0531

■ごみに関する問合せ
　環境経済課　☎ 991−1839
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引越しに伴う不燃ごみ等の処理について
問合せ：�環境経済課　生活環境担当　☎ 991−1839

ごみの種類 費用 中間処理場の受付時間
粗大ごみ 有料 月から金曜日、第２・第４土曜日、第１・第３日曜日

いずれも８：３０～１６：００
※祝日も受け付けます。

ビン、金属、雑芥・ペッ
トボトル・古紙・布

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　

☎
９
９
１
・
１
８
３
９

　（毎月収集期間があります。）
※�収集日程等は配布されているごみ収集カレンダーをご参照ください。
　また、町ホームページからもご確認いただけます。
③�環境経済課の窓口で申請し、搬入許可証持参の上、町中間処分場に自ら
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。）
※�不燃ごみ等が分別されずに持ち込まれた場合は、受入ができないことが
あります。なお、③については次のとおりです。

町営農園「赤岩ふれあい農園」利用者募集！！
問合せ：環境経済課�農政担当�☎991-1853
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江戸時代�宝珠院
倶利伽羅不動剣

町指定文化財

室町時代　栄光院　
不動明王坐像

江戸時代　源光寺
如意輪観音坐像

ついに完成！「松伏町史 文化財編 仏像」を発刊します！
問合せ：�教育文化振興課　社会教育担当　☎ 991−1873

心の安定　
～皆が幸せでありますように～

町長コラム

鈴木�勝

　日本人の多くは、お正月に神社等へ行き、願い
事をしたのではなかと思います。一説には、昨年
無事に過ごせた事に感謝を述べるもので、今年
の願い事をするのは間違っているとのことです
が、無病息災や家内安全などを願うのは良いの
ではないでしょうか。
　私たちには、相性の良い人、悪い人が必ずいる

ものだと思います。だからと言って、神社等で自
分と相性の悪い人や苦手な人の不幸をお願いす
る人はいないと思います。ましてや、そのような
願いは神様に届くはずがありません。
　そこで、毎日すれ違う人たちに「幸福になれま
すように」と心の中で願うと、そのような行動
（心）は温かい気持ちとして周りの人たちに広が
り、自分も幸福な気持ちになれるのです。
　私自身も、相性の良い人、悪い人はいます。ど
んな方でも「考え等が変化し、幸福になれますよ
うに」と心の底からお祈りすると、落ち着いた気
持ちになります。結果として、私自身の心が安定
し、明日を生きる活力になります。

（田中も含む）

　『松伏町史　文化財編　仏像』は、その調査結果を
まとめたものです。内容は42か所の寺院やお堂ごとに
掲載し、最初が寺院の概要で始まり、その寺院にある
仏像等を一点ごと、写真、寸法、制作年代、概要や
銘
めい

文
ぶん

などを記録しました。ぜひお買い求めください。
■発売日/4月2日(火)　
■価格/3,000円（税込）
■販売場所/役場第二庁舎２階　教育文化振興課
○掲載寺院は次の通りです。
【魚　沼】常金寺、関農民センター (旧妙音寺)
【築比地】�栄光院、観音寺、(旧)城宝院、不動堂、宝蔵院、

万海庵、(旧)万蔵院
【金　杉】覚性寺、金杉神社、金杉新寮、薬師堂
【大川戸】�上新田公会堂、光厳寺、地蔵院、下新田公民館、

宿公民館(旧普門寺）、新川組自治会館（旧
観音寺）、(旧)西福寺、大角農民センター (旧
大聖寺）、妙楽寺

【田　島】観音堂（旧真長院）
【松　伏】�静栖寺、関場集会所、田中集会所、八反自

治会館、宝珠院、前通組集会所(旧法念坊）
【上赤岩】�阿弥陀寺、岩岸集会所（旧地蔵堂）、源光寺、

寺地集会所(旧林光寺）、等覚院、無量寿院
【下赤岩】�岩尾組集会所(旧源性院）、岩島組集会所（旧

真乗院）、岩平観音堂(旧観音寺）、岩松集落
農業センター、鏡智院、東陽寺、蓮福寺

　平成15年1月から町内42か所の寺院やお堂について調査が行われ、平安時代から南北朝時代、室町時
代、江戸時代にかけての仏像・仏画・鰐

わに

口
ぐち

・仏具などが約340点所在することがわかりました。
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　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
『役場本庁舎１階税務課』で開設していますのでご利用ください。

　平成31年度の町税の納期限は、次のとおりです。納期限内に納付をお願いします。
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。

問合せ：税務課　徴収担当　☎ 991−1835

○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。

平成31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

平成32年3月まで大切に保管してください!

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）

31年　4月 28日（日） 11日（木）
　　　5月 26日（日） 9日（木）
　　　6月 30日（日） 13日（木）
　　　7月 28日（日） 11日（木）
　　　8月 25日（日） 　8日（木）
　　　9月 29日（日） 12日（木）
　　�10月 27日（日） 10日（木）
　　�11月 24日（日） 　14日（木）
　　�12月 22日（日） 12日（木）
32年　1月 26日（日） 9日（木）
　　　2月 23日（日） 13日（木）
　　　3月 29日（日） 12日（木）

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

31年��5月（��5月31日） 全期 1期
6月（��7月��1日） 1期
7月（��7月31日） 2期 1期
8月（��9月��2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（12月��2日） 5期
12月（12月25日） 3期 6期

32年��1月（��1月31日） 4期 7期
2月（��3月��2日） 4期 8期

保存版
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イベント名 日時 その他

スプリングフェスティバル
美しい歌声を楽しみしょう

3/16（土）
14:00～

内「国際学院埼玉短期大学コーラス部」と「智の
会」による合唱　費無料

新一年生かんげい会
ようこそちびっ子らんどへ！みんなのお
友達づくりのサポートをするよ

4/��4（木）
14:00～15:00

内ゲーム、児童館のやくそく
対新小学1年生　定20名（申込み順）
申3/7（木）9:30～（電話申込み可）

【講座】※同室託児あり

「ベビーマッサージ」
講師：荻野　裕佳里

日3/5(火)10:30～11:30
対生後2か月頃～　定12組　費無料

【講座】※同室託児あり

教えて助産師さん「夜泣き編」
講師：染谷　修子

日3/8(金)10:30～11:30
対未就園児の保護者　定 �8名　費無料

※�各子育てセンターの講座の申込みは、開催日1か月前の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）
※�松伏町地域子育て支援センターの講座のみ、メールでの申込みも受け付けています。
　 mtbs_kosodate2525@yahoo.co.jp

松伏町地域子育て支援センター 北部地域子育て支援センター
松伏2428-1　☎990-9010
開所日／月～金曜日(祝日を除く)
開所時間／10:00～15:00

築比地674-2（農村トレーニングセンター）　
☎080-5179-1866　開所日/月・水・金曜日
(祝日の場合も開所)　開所時間/10:00～15:00

　

児童館ちびっ子らんど� 松葉1-6-3　☎993-0202
休館日/3月4日(月)・5日(火)　開館時間/9:30～17:00

平成31年度前期　乳幼児教室

すくすくクラス（0歳児) 【時間】10:30～11:30
定保護者付き添いの乳幼児15名
（申込み順）
費300円（全7回分）
申9時30分から、ちびっ子らんど事務
室窓口へ（電話での申込は受け付けて
いません。）。

　町内の方は
　�3月10日（日）から31日（日）まで
　町外の方は
　�3月17日（日）から31日（日）まで

対平成30年4月2日から9月30日までに生まれた方
日4/11・25、5/9・23、6/13・27、7/18　いずれも木曜日　全7回

わくわくクラス（1歳児）
対平成29年4月2日から9月30日までに生まれた方
日4/10・24、5/8・22、6/12・26、7/17���いずれも水曜日　全7回

のびのびクラス（2歳児）

対平成27年4月2日から9月30日までに生まれた方
日4/9・23、5/7・21、6/11・25、7/16�����いずれも火曜日　全7回

【親子サロン】
お外の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
せや手遊びの紹介もあります。気軽に遊びに来ませんか？

日3/12(火)10:00～12:00（入退室は自由）
場外前野記念会館「ハーモニー」2階　集会室
対町内在住の親子（未就学児）　費無料
問松伏町地域子育て支援センター　☎990-9010

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
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協賛店で優待カードを提示すると、
割引等のサービスが受けられます！

町内の幼稚園・保育所(園)・認定こども園のイベント情報

たから幼稚園 申込み・問合せ／☎991-2828
イベント名 日時・内容 その他

園庭開放　大型遊具で遊びましょう 3/1(金)、6(水)、8(金)、
いずれも15:00～16:00 対親子でどなたでも

３月生まれのお友だち　園児と一緒にお
祝いしましょう【要予約】

3/��6(水)
10：30～11：30 対０歳～未就園児の親子

ゆたか保育園 申込み・問合せ／☎992-1416
イベント名 日時 その他

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/��1(金)9:30～9:50�誕生会、
9:50～11:00�ひな祭り集会 対１歳～５歳児の親子

園庭開放　広い園庭で遊びましょう
【要予約】 毎週水曜日10：00～11：00 対０歳～５歳児の親子

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 その他

ホットケーキ作り【要予約】 3/��6(水)10:00～11:50 対未就園児の親子　定10組
園庭開放 3/11(月)10:00～11:50 対未就園児の親子
フルーツポンチ作り【要予約】 3/18(月)10:00～11:50 対未就園児の親子　定10組

認定こども園　こどものもり 申込み・問合せ／☎993-0580

イベント名 日時 その他
コーナー活動（絵画・製作・クッキング・
自然コーナーなど）に参加しましょう
キッチンコーナーで作ったおやつを食
べましょう【要予約】

3/��6（水）9：30～11：00 対２歳児以上の親子

親子一緒に手遊びや紙芝居を楽しみま
しょう【要予約】 3/20（水）9：30～11：00 対０歳～２歳児の親子

※�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。

　高校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31年3月末日で有効期限が満了になります。
　4月以降は、下記アプリをダウンロードし、お使いください。（スマートフォンをお持ちのご家族の方
全員が登録できます。）　
　QRコードから県公式スマホアプリ「まいたま」アプリをダウンロードし、その中の「パパ・ママ応援
ショップサブアプリ」を取得してください。

埼玉県福祉部少子政策課　企画・子育てムーブメント担当　☎048-830-3343　思048-830-4784
パパ・ママ応援ショップ応援優待制度がアプリ版に変わります！

～アプリ版を利用されない方へ～
紙の優待カードをすこやか子育て課又は
保健センターで配付しています（枚数に限
りがあります。）。
※最新の全国協賛店舗の情報は、埼玉県結
婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイト
(https://www.saitama-support.jp/)
で検索が可能です。ぜひご活用ください。
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　1989年1月8日から始まった「平成」の時代が、2019年4月30日をもって終わります。「平成」の時代
は、激動する世界情勢に日本も大きな影響を受けたほか、自然災害の多発、先端技術の目覚ましい進展、
ライフスタイルの変容、価値観の多様化など、あらゆる面で変化の目まぐるしい時代でした。
　「平成」の30年間には、「人権教育啓発推進法」をはじめ、「部落差別解消推進法」「障害者差別解消法」
「ヘイトスピーチ解消法」など、人権に関する多くの法律が施行され、法整備の面では進展がありまし
た。
　しかしながら、いまだに、いじめ、虐待、ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）などの事件が後を絶た
ず、インターネット上では、誹謗中傷や差別的な書き込みが掲載されるなど、時代の変遷に伴う悪質な
事件も引き続き発生しています。現在は、施行された法律の具体化と共に、私たち一人ひとりが法制定
の主旨や意義を改めて理解し、実践に移していくことが求められています。
　「平成」は終わり、新たな時代が始まります。人権が尊重され、差別や偏見のない社会を実現するため
には、私たち一人ひとりが人権について学び、意識を高め、相手の気持ちを考え、お互いが心を通い合わ
せることが大切なのではないでしょうか。

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　１０：００～１２：００、１３：００～１６：００

【事例１】
　知人に「簡単に誰でももうかる」と誘われ、知人の“上の人”から喫茶店で説明を受けた。バイナリーオプ
ション取引を勧められ海外業者と契約した。元本2倍を業者が出すというので現金10万円を知人に渡し
た。しかし中々もうからない。辞めたいと知人に話したところ「返金はされない。もう少し頑張ろう」と言
われた。返金してほしい。知人も�“上の人”に言われてやめられないようである。
【事例２】
　副業のサイトから「もうかる」との記載をみた。そのサイトではバイナリーオプション取引勝率70パー
セント以上とあったので、魅力に思い契約した。クレジットカードで決済したが、情報がリアルタイムで
ない。不審に思い、解約したいが連絡先が不明になった。
【消費者へのアドバイス】
※バイナリーオプションとは、外国為替のレートが判定時刻に上がったか下がったかを予測し勝ち負け
を決めます。勝ちの場合は2倍に、負けの場合は掛け金を失う賭博的要素の高い取引です。国内では、海外
業者も含め全ての業者に金融商品取引業の登録が必要です。
※バイナリーオプション取引は、一見簡単に見えますがリスクの高い取引です。登録していない業者とは
連絡が取れなくなることが良くあります。契約前に登録の確認をして下さい。
※現在、副業サイトから、悪質な勧誘が多く見られます。簡単にもうかるような、うまい話はありません。
怪しいネット広告にご注意ください。
契約・取引に関し不安があれば、消費生活センターにご相談ください。消費生活センターは“局番なしの
188（消費者ホットライン）”でつながります

問合せ：松伏町消費生活センター（環境経済課内）☎991−1854

問合せ：教育文化振興課　☎991−1873／企画財政課　☎991−1815

人権について考えてみよう
　～「平成」から新時代に向かって～

バイナリーオプション取引にご注意ください！
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広告

【多世代交流学習館 メロディー】
・天使が住みたい冷蔵庫・悪魔が住ん�
じゃう冷蔵庫��　　番場�智子　著

・みずとはなんじゃ？
かこ�さとし　作

・「いたいっ！」がうんだ大発明
�ばんそうこうたんしょうものがたり
バリー･ウィッテンシュタイン　文

【中央公民館】
・一切なりゆき�樹木希林のことば

樹木�希林　著
・ある男�Ａ�ＭＡＮ

平野��敬一郎　著
・わたしのおじさんのロバ

村上�春樹　訳

おはなしランド
日3月9日･23日いずれも土曜日　
14:00～15:00　場1階ホール
費無料。直接会場へ。

作って遊ぼう
日・内3月9日「回転タコさん」
3月23日「するするてんとうむし」

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。
日3月21日(木・祝)�9:00～12:00
(雨天の場合は､中央公民館で学習会）
場松伏記念公園周辺(中央公民館
102研修室�集合）
定20名(小学生以下は保護者同伴が
条件)
費200円(中学生以下無料)
※当日集金します。　
持筆記用具、双眼鏡、野鳥図鑑(所有
者のみ)、雨具(小雨の場合)
申3月2日（土）9時から中央公民館へ
（電話申込み可）。

(※敬称略)

第44回松伏町新春ロードレース大
会の成績について

種　　　目 優　勝　者
小学３・４年生
男子�1,500ｍ

上田　梛月（野田市）
5分34秒01

小学３・４年生
女子�1,500ｍ

新井　彩希（草加市）
5分55秒25

小学５・６年生
男子�1,500ｍ

大河内　渉吾（野田市）
5分10秒32

小学５・６年生
女子�1,500ｍ

成田　真央（越谷市）
5分37秒24

中学生男子
3,000ｍ

加納　大聖（吉川市）
9分30秒05

中学生女子
3,000ｍ

大橋　雪奈（越谷市）
10分35秒29
大会新記録

40歳以上男子
3,000ｍ

内田　定男（松伏町）
10分12秒06

40歳以上女子
3,000ｍ

神成　久美子（吉川
市）
12分42秒38

一般男子
5,000ｍ

押江　優一（吉川市）
15分39秒30�

一般女子
5,000ｍ

市川　愛唯（草加市）
20分14秒33

60歳以上男子�
5,000ｍ

小林　邦夫（三郷市）
19分54秒18

60歳以上女子�
5,000ｍ

髙橋　洋子（野田市）
27分31秒38

親子
700ｍ

押江　優一・穂華
（吉川市）
2分41秒55

駅伝
1,500ｍ×４人

チーム1年生
（野田市）
18分51秒06

いずれも土曜日�15:00～15:30
場１階ホール　費無料。直接会場へ。

　１月20日(日)に開催したロード
レース大会の成績は、次のとおりで
す。当日の詳細については、3ペー
ジに掲載しています。

生涯学習
インフォメーション

B＆G海洋センター
☎992-1291

3月の休館日　4日(月)・11日(月)
　　　　　　��・18日（月）・25日（月）

今月の新着図書ご案内

多世代交流学習館 メロディー
（旧赤岩地区公民館）

☎991-2338
3月の休館日　�4日（月）・11日(月)
　　　　　　��・18日(月)・25日（月）
1日（金）・2日（土）はメロディー祭の準
備のため臨時休館。
5日（火）は設備点検のため臨時休館。

中央公民館
☎992-1321

3月の休館日　4日(月)・11日(月)
　　　　　　��・18日（月）・25日（月）
13日(水)は設備点検のため臨時休館。

3月の図書貸出休止日
上記休館日・3日（日）

3月の図書貸出休止日　上記休館日・
19日（火）・21日(木)

▲回転タコさん ▲するするてんとうむし
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第15回若潮展
日3月1日(金)～10日（日）　

総合型地域スポーツクラブ
｢マッピー松伏」

①健康ヨガ（9:50〜）
日3/3、10、17　いずれも日曜日
②バランスボール教室（11:00〜）
日3/5、12、19、26　いずれも火曜日
③エンジョイダンス（10:00〜）
日3/6、13、20、27　いずれも水曜日
④はじめてのズンバ（11:00〜）
日3/7、14、21　いずれも木曜日
⑤絵手紙教室（10:00〜）
日3/14、28　いずれも木曜日
⑥ケンコー吹き矢（13:30〜）
日3/8、15　いずれも金曜日
⑦ケンコー体操教室（11:00〜）
日3/1、8、15　いずれも金曜日
⑧ピラティス教室
日3/2、16　いずれも土曜日
　11:00～女性専用
　12:00～男性又はご夫婦クラス

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。
申実施日に開催会場で直接申込み
問B&G海洋センター

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、役場や子ども会、児童館等のイ
ベントのお手伝いをしています。
　幼稚園・保育園児、小学生と一緒
に遊ぶことやイベント企画、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）
※イベントごとに別途集金すること
もあります。
申教育文化振興課にて登録用紙を配
布しています。必要事項を記入の上、
4月26日(金)までに年会費500円を添
えてお申し込みください。総会の案内
状を送付させていただきます。
問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）

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30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・個人の方を表彰し
ております。各団体・個人で該当する
方は、B&G海洋センターに申請して
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▶その他の大会で
優勝　
※表彰者は、体育協会の審査により

気楽に遊び体
日3月9日(土)9:00～11:00
場1階アリーナ
対どなたでも(１人でも可)　費100円
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

春休みジュニアバレーボール教室
　基礎から試合まで仲間と一緒に楽し
くバレーボールをしてみませんか？
日3月30日（土）・31日（日）
いずれも9：00～11：00
場1階アリーナ
対町内在住の小学生（新1年生も参
加可能）　定20名
費500円（保険代）申込時又は当日持参
【講師】（財）日本スポーツ協会　
バレーボール上級指導員
【主催】松伏町バレーボール連盟
【後援】松伏町体育協会
申 ·問3月5日(火)からB&G海洋セン
ター又は松伏町バレーボール連盟羽
生（☎・思048-991-5413）へ。

トレーニング講習会（要予約）
日3月17日(日)�13:30～1時間程度
場2階トレーニングルーム
内エアロバイク・多目的マシーンの
使用方法（要予約）
対 ·定16歳以上の方10名(申込み順)
費無料
申 ·問3月13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）。

決定します。
申 ·問3月22日(金)までにB&G海洋セ
ンターへ。

⑨マッピー軟式庭球部
日3/13、20、27
　いずれも水曜日�11:00～13:00
場松伏町記念公園テニスコート
対60歳以上の男性

教育文化振興課
☎991-1873

サークル・団体の催し
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広告

　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
実施するため、平成31年度の一般
公募分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名(応募多数の場合
は、地域、性別、年齢などのバラン

ハーバリウム体験教室
日3月22日（金）13：30～15：00
場多世代交流学習館�研修室
内お好みの花材と専用液をガラス瓶
につめてオリジナルのインテリア雑
貨を作ります。
費100㎖ボトル　1,600円～
（お菓子付）
定10名　持はさみ
申・問日本ハーバリウム協会�認定講
師�金子美恵（☎992-4932）へ。

＜町内の催し＞

　ハンギングとは、壁面や手すりなど
に吊りかけ、植栽を楽しむものです。
日4月13日（土）
【午前の部】10:00～12：00
【午後の部】13:00～15：00
場まつぶし緑の丘公園レクチャーホール
定各25名（申込み順）　費無料
※作品は公園内に展示され、持ち帰
ることはできません。汚れてもよい
服装でご参加ください。
申・問4月12日（金）までに電話で同
公園管理センター（☎991-1211）へ。

第12回松伏第二中学校吹奏楽部
スプリングコンサート
日3月17日（日）
13：00～15：30（12：30開場）
場田園ホール・エローラ（中央公民館）
内演奏会　費入場無料　定525名
問松伏第二中学校�吹奏楽部�佐藤
☎992-0051

ハンギング講座

＜町の募集＞

募　　集

松伏町都市計画マスタープラン
（案）及び緑の基本計画（案）に
関する意見募集

　平成31年度からの「都市計画
マスタープラン」及び「緑の基本計
画」を検討しましたので、皆さんの
ご意見をお聞かせください。
【募集期間】3月1日(金)～31日(日)
【公開場所】町ホームページ、役場
1階町政情報コーナー、中央公民館
図書室、多世代交流学習館図書コー
ナー、B&G海洋センター、北部サー
ビスセンター
【提出方法】所定の用紙に、必要事
項をご記入の上、持参、メール、郵
送又はFAXで新市街地整備課へ。
※提出されたご意見等は、内容を取
りまとめ、町の考え方を付して公表
しますので、個別に回答はしませ
ん。また、公表する際、住所・氏名
等は記載しません。
問新市街地整備課�
☎991-1806　思991-9092
〒343-0192　松伏町松伏2424番地
machi-t@town.matsubushi.lg.jp

合気道体験教室
日3月16日（土）・30日（土）
いずれも9：00～10：30（全2回）
場B&G海洋センター2階柔道場
内合気道の基礎、基本動作、護身を含
めた技を体験
費無料　定10名
途中参加可。運動ができる服装でご
参加ください。
問養神館南桜井同好会松伏�長倉
☎090-3008-5438

日3月30日(土)
14:00～15:30(13:40開場）
場中央公民館2階201・202研修室
費無料　どなたでもご自由にご参
加いただけます。
【講師】埼玉県都市整備部都市計画課
主査�井口�知一�氏・主事�峯�敬泰�氏
【主催】社会福祉法人�銀杏会
問ゆめみ野工房　☎993-1110

9:00～19：00（4日休館日。1日13：
00から、10日16：00まで）
場中央公民館　1階視聴覚室
内「松伏百景」をテーマにした風景、人
物、静物を油彩、水彩、日本画などで表
現した作品35点と公募展入選作を展示
問染谷　☎991-3913

平成31年度町政モニター募集

情報
ストリート

催　　し

あなたのまちの防犯対策
～実践事例の紹介～
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　昨年5月、町内全世帯の皆さんに
「赤十字活動資金募集」をご依頼し
たところ、昨年12月末現在で、自
治会と個人の皆さんから善意の活動
資金及び寄付金として1,668,776
円をお預かりし、日本赤十字社埼玉
県支部へ送金しました。温かいご支

　平成31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31年度�国民健康
保険税�特別徴収開始通知書(仮徴
収)」を3月下旬に送付します。
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①仮徴収、後
半の10月·12月·2月を②本徴収とし
て、国民健康保険税（以下「保険
税」）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•翌
年2月)で年金支給額から天引させ

【受付期間】
①3月1日(金)～５月1日(水）
②3月1日(金)～５月15日(水）
問自衛隊朝霞地域事務所
☎048-466-4435

http://www.mod.go.jp/pco/
saitama/

赤十字活動資金募集にご協力いた
だきありがとうございました。

介護保険料の特別徴収開始通
知書を送付します

国民健康保険税の特別徴収開
始通知書を送付します

＜町のお知らせ＞

お知らせ

募集項目 募集資格

① 一般幹部候補生
22歳以上
26歳未満の方

② 一般曹候補生 18歳以上
33歳未満の方

　4月から新たに介護保険料を特別
徴収（年金天引き）で納めていただ
く方に、「平成31年度介護保険料
　特別徴収開始通知書(仮徴収)」
を3月下旬に送付します。
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①仮徴収、後
半の10月·12月·翌年2月を②本徴収
として、介護保険料を年金支給額か
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
　介護保険料は、前年の所得等を基
に決定されますが、保険料額が決定
するまでの間の前半3回(4月·6月·8
月)については、前々年の所得等を
基に仮算定した保険料額を年金支給
額から天引きさせていただきます。
②本徴収について
　前年の所得等が確定し決定した年
間保険料額から、仮徴収で納めてい
ただいた保険料額を差し引き、残っ
た額を後半3回(10月·12月·翌年2
月)で年金支給額から天引させてい
ただきます。
※前年度から特別徴収で納めている
方には、本通知書は送付しません。
平成30年9月に送付した「平成30
年度　介護保険料　特別徴収開始通
知書」に前半3回(平成31年4月·6月
·8月）の特別徴収額を記載してあり
ますので、ご確認ください。
問いきいき福祉課　☎991-1886

自衛官募集

＜国の募集＞

援ありがとうございました。
　日本赤十字社では、水害や大地震
などの「被災者救援」、火災に遭わ
れた世帯に布団を届けるなどの「地
域に根ざした災害対策事業」を行っ
ています。この活動に行政からの援
助金はなく、皆さんからいただいた
活動資金・寄付金によってのみ活動
していますので、今後もご支援をお
願いします。
問日本赤十字社埼玉県支部松伏町
分区　☎991-1874

スを考慮して決定します。）
【活動内容】年1回(9月予定)のアン
ケート調査への回答
【任期】平成31年４月１日～平成32
年３月31日
【報酬等】なし
申 •問５月31日(金)までに総務課
（☎991-1898）へ。

ていただきます。
問住民ほけん課　☎991-1868
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三郷市草加市

八潮市

吉川市

越谷市

さくらまつり
日3月31日(日)
【店舗出店︼11:00～16:00

草加さくら祭り
　両岸に桜並木が続く葛西用水沿い
で満開の桜を楽しめます。
日3月24日(日)～31日(日)
場葛西用水（稲荷地区）
問文化観光課　☎048-922-0151

三郷春まつり2019
日4月13日(土)�10:00～17:00（荒
天中止）
場におどり公園（TX三郷中央駅
前、駐車場なし）
内キッチンカーによる屋台村で公園
内の桜とグルメが楽しめます。
問「三郷中央にぎわい創出実行委員
会」事務局のまちづくり事業課
☎048-930-7746

出羽チューリップコミュニティ
フェスタ2019
日3月31日(日)�9:45～14:00
場出羽公園（七左町四丁目222番地）
内巨大チューリップガーデンや池
に浮かぶウォーターチューリップな
ど、6万本の色鮮やかなチューリッ
プの祭典
問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

　高校、大学等への入学時・在学中に
かかる費用を対象とした公的な融資
制度です。お子さま1人につき、350
万円以内を固定金利（1.78％(平成
30年11月12日現在))で利用でき、
在学期間内は利息のみのご返済とす
ることができます。
　詳しくは、「国の教育ローン」で検
索又は次のコールセンターへお問い

３月１日（金）～７日（木）

第14回川の駅・中川やしお花桃まつり
日3月23日(土)・24日(日)　
9：30～15：30
場中川やしおフラワーパーク
内中川クルージング体験（23日のみ・
要予約）、花桃ウォーキング（24日の
み・要予約）、大声コンテスト（24日
のみ）、手ぶらでバーベキュー（要予
約）、模擬店、地元農産物・商工会特
産品・推奨品販売ほか
費入場無料
問（一社）八潮市観光協会（八潮メセ
ナ・アネックス事務室内）　
☎048-951-0323

全国一斉に春の火災予防運動
が実施されます

「国の教育ローン」（日本政策
金融公庫）について

＜その他のお知らせ＞

「忘れてない？�サイフにスマホに
火の確認」を平成30年度全国統一
標語に、家庭や職場における安全の
推進、防火安全対策の徹底など、火
災予防を呼びかけています。
【３つの習慣︼
・寝たばこは、絶対やめましょう
・ストーブは、燃えやすいものから
離れた位置で使用しましょう
・�ガスコンロなどのそばを離れると
きは、必ず火を消しましょう
【4つの対策︼
・�逃げ遅れを防ぐために、住宅用火
災警報器を設置しましょう
・�寝具、衣類及びカーテンからの火
災を防ぐために、防炎品を使用し
ましょう
・�火災を小さいうちに消すために住
宅用消火器等を設置しましょう
・�お年寄りや身体の不自由な人を守
るために、隣近所の協力体制をつ
くりましょう

問吉川松伏消防組合予防課
☎048-982-3919

合わせください。
問教育ローンコールセンター
☎0570-008656(ナビダイヤル)
☎03-5321-8656
日本政策金融公庫越谷支店
☎048-964-5561

【ステージイベント︼13:00～16:00
【写真撮影会】13:30～16:00
【桜ライトアップ】
3月25日(月)～4月8日(月)
18:00～21:00　
※開花状況により期間変更の可能性あり
場関公園、第2ポケットパーク
内飲食物販売、体験ワークショッ
プ、ダンス、音楽演奏、撮った写真
をその場でプリントアウトできる写
真撮影会など。
問商工課　☎048-982-9697

行ってみたいな
となりまち

～埼玉県東南部５市の
広域情報～
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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

27日(水）
(30年11月生)

20日（水）
(30年5月生)

6日（水）
(29年7月生)

13日（水）
(27年11月生)

19日（火）
中期・後期

※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、3歳4か月児健診では、希望者にフッ素塗布を行います。

3月の乳幼児健診・離乳食講習会・各種相談� 問合せ：保健センター�☎ 992−3170・4323

相談名 日時 内容 問合せ
こころの相談
要予約

3/11(月)
13:15～16:00 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
栄養相談
要予約

3/6(水)、4/3(水)
いずれも9:00～11:00 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
健康(育児)相談 3/6(水)、4/3(水)

いずれも9:30～11:00
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､育児相談

■日時/3月13日（水）9:30～11:00
■場所/まつぶし緑の丘公園レクチャーホール
■定員/50名（各回ごとの申込み先着順）
■費用/無料（ノルディックウォーキングポール無料�
� 貸出あり。尚、ポールの数に限りがあります�
� ので、貸出し希望の方は、必ず保健センター�
� にご連絡ください。）
■申込み/参加者は保健センターで参加登録が必要です。

　下記の予防接種は接種期間の終了が迫っています。特に高齢者肺炎球菌と麻しん・風しん2期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。

　6月から次年度のがん検診が始まります。今年度に精密検査となった方は、検診の結果を放置せず、早め
に精密検査を受けてください。

■日時/3月13日（水）13：30～16：00（13：00開場）
■場所/春日部市健康福祉センター�ゆっく武里
　　　（春日部市大枝89　武里団地7街区4棟）
■内容/支援者によるシンポジウムと参加者同士の交流会
■対象/精神障がい者の家族、支援者�60人（先着順）
■費用/無料、持ち物はありません。
■申込み/3月1日（金）から電話で春日部保健所へ
（☎ 048−737-2133）　■問合せ/春日部保健所へ

予防接種の受け忘れはありませんか？

『つながろう�語り合おう�ご家族のための集い』

がん検診の精密検査は受けましたか？

３月の『気軽にノルディックウォーキング』

予　防　接　種 対　　象　　者 接　種　期　間

高齢者肺炎球菌 大正7・12、昭和3・8・13・18・23・28年の
4月2日～翌年4月1日生 平成31年3月31日まで

麻しん風しん(MR)混合 第2期 平成24年4月2日生～平成25年4月1日生 平成31年3月31日まで

二種混合(ジフテリア･破傷風) 第2期 平成18年4月2日～19年4月1日生 13歳の誕生日前日まで
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3/��3（日） 宮里こどもクリニック 小・内・皮 991-5010
10（日） 岡村クリニック 内 991-7203
17（日） 埼玉筑波病院 内・外 992-3151
21（木） 埼玉あすか松伏病院 内・外 992-0411
24（日） ふれあい橋クリニック 脳外・内 991-1300
31（日） 津田医院 内 993-3111

受付時間：9:00〜12:00
電話でご確認の上、受診してください。

受付時間：19:00〜21:30
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（水） 宮里こどもクリニック 991-5010
7（木） 津田医院 993-3111
22（金） 宮里こどもクリニック 991-5010
27（水） 埼玉筑波病院 992-3151

※�上記以外の日程での診療は、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。

※相談はそれぞれ専門の方が対応します
※相談日が祝・休日の場合は、お休みです

相談名 日時 場所 内容 問合せ

人権・行政相談 3/�7(木)�、4/8(月）
いずれも13:00～16:00

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
要予約

3/18(月)・27日(水)
いずれも13:20～15:50
※5日(火)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 3/18(月)��13:20～15:50 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

教育相談 月～金曜日
9:30～16:30

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
要予約

月～金曜日
9:00～17:00

役場第二庁舎2階
教育総務課

平成31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
10:00～12:00、13:00～16:00

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
要予約

3/�4(月)、18(月)�9:30～12:30
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)

3/6(水)、9(土)、13(水)、20(水)、
23(土)�、27(水)、30（土）
いずれも13:00～16:00
※お急ぎの場合、相談日以外も受付

人権相談 月曜日
9:00～16:00

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
☎048-966-1321

不動産相談 3/20(水)、4/22(月)
いずれも10:00～15:00

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

暮らしの相談 3/6(水）
9:00～12:00

役場本庁舎1階　
相談コーナー
（環境経済課の隣です）

生活、仕事、家計などの困り事
に関する相談

アスポート相談支援
センター埼玉東部
☎048-720-8475

地域包括支援
センター出張
相談

3/27(水）
13:00～15:00 北部サービスセンター 高齢者やご家族が抱える悩み

や不安などの相談

いきいき福祉課
☎991-1882
地域包括支援センター
☎992-2468

障がい者相談
支援センター
無料相談
要予約

水曜日
10:00～17:00

役場本庁舎1階
いきいき福祉課

障がいのある方、ご家族などが
日常での困りごとなどの相談

いきいき福祉課
☎991-1877
相談支援センター
☎981-8510

無 相料 談

休 医当日 番 小 外 療時児 間 診 (初期救急)
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�

■日時/5月19日(日)14:00開演(13:30開場)
■出演/��東京ヴィヴァルディ合奏団　ゲスト�奥村�愛
■曲目/ヴィヴァルディ「四季」全曲　ほか
■費用/大人4,000円、高校生以下2,000円【全席指定】
※未就学児の入場はご遠慮ください。
■チケット発売日/エローラ友の会会員：3月16日（土）、一般の方：3月22日（金）
　※発売初日は、どちらも【窓口販売】9:00～【電話予約】10:00～

　1月24日(木)に中学校2校、1月28日(月)に小学校3校の学校給
食で、地元食材を活用し「食べる甘酒」として誕生した「糀ジャ
ム」を使ったメニューが提供されました！糀ジャムは町の特産品
で、給食にはその糀ジャムを味噌と併せて豚肉にかけた料理が
生徒・児童の皆さんに提供され、とても美味しいと好評でした！
　また、糀ジャムを使用したおすすめレシピがあるので紹介します!!

　今回新たに紹介した糀ジャムを使ったメニューは、保健センターで開催された食生活改善推進員協
議会において考案されたものです！砂糖不使用で、糖度60度以上ある糀ジャムは、お砂糖の代わりに
使用したり、お肉を漬けておくと糀の力で柔らかくすることができます。ぜひご家庭でお試しあれ！！

★糀ジャム入りパンナコッタ　ブルーベリーソース★★ 鶏 肉 の 糀 味 噌 焼 き ★

特産品「まつぶし逸品」の糀ジャム
学 校 給 食 と コ ラ ボ

�【�作�り�方�】
❶��鶏もも肉は皮と身の間の黄色い脂を
とり除き、皮にフォークなどで数箇所
穴をあけ味をしみこみやすくする。

❷��味噌と糀ジャムと酒を合わせ、鶏
肉の両面に塗り、15分程度おく。

❸��フライパンにオーブンペーパーをし
き鶏肉の皮の方から両面焼く。（ふ
たをして蒸し焼きにするとよい。）

❹��お皿に焼けたお肉とお好みの付け
合わせを盛り付けて完成！

※糀ジャムの販売店舗等については町ホームページをご覧ください。

�【�作�り�方�】
❶��粉ゼラチンは分量の水の中にふ
りいれてふやかしておく。

❷��生クリームと牛乳と糀ジャムを火
にかけ、沸騰する前に火からおろ
し、①のゼラチンを入れて溶かす。

❸��②を氷水で囲い、とろみがつくま
で冷やしてから器に流し入れ、
冷蔵庫で冷やしかためる。

❹��ブルーベリージャムに水を加え
てやわらかくのばし、③にかけ、
お好みでミントをかざって完成！

柔らか
くて

おいし
い!

ごはんがすすむ
!!

【材料4人分】
鶏もも肉…… 400g

（小2枚）
　味噌…… 大さじ2
　糀ジャム…… 16g
　酒…… 大さじ1/2｛

【材料4人分】
��生クリーム�…… 80㎖
��牛乳�………… 320㎖
��糀ジャム�……… 40ｇ
　�粉ゼラチン� ……8ｇ
　�水� …………… 50㎖
ブルーベリージャム� 適宜
｛

©Wataru Nishida

東京ヴィヴァルディ合奏団特別演奏会“エローラの「四季」”Vol.16
問合せ：田園ホール・エローラ(中央公民館）��☎992−1001・1321
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松伏町子どもかるた大会

町内中学校の１年生がスキー教室へ！ ニューイヤー・パーティー２０１９

空家等対策に関する協定を締結

母子愛育事業功労者知事感謝状贈呈式

ROAD TO MASTERS 石川遼 写真展２０１９
　1月19日、松伏町子ども会育成会連絡協議会主催の
「子どもかるた大会」を中央公民館で開催しました。彩
の国21世紀郷土かるた県大会の松伏予選会を兼ねて
おり、17人の児童が県大会出場を目指して競技を行い
ました。5人の児童が3月の県大会に出場予定です。

　松伏中学校は、1月10日から12日まで福島県の会津高
原たかつえスキー場へ（写真左）、松伏第二中学校は、1
月17日から19日まで新潟県の湯沢高原スキー場へ（写真
右）、スキー教室に行きました。

　1月27日、松伏町国際交流協会主催により中
央公民館で開催され、スライドを使って昨年の
オーストリア受け入れ事業報告やまつぶし日本
語ひろばの活動報告が行われました。

　2月8日武蔵野銀行（写真左）、2月14日城北信用金庫（写真
右）と「空家等対策に関する協定」を締結しました。

２月７日、母子愛育事業について功績のあった
方に贈られる母子愛育事業功労者知事感謝状贈
呈式で､今井美智子さんが表彰されました。

　2月2日・3日、石川遼まつぶし応援団主催によりまつ
ぶし緑の丘公園で開催し、2日間で約1,000人の方が来
場しました。2018ツアーの写真や、実際に使用したゴ
ルフバッグなど約65点以上を展示し、石川遼選手の活
躍を振り返りました。
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振り込め詐欺被害ゼロ継続日数

1000日達成!!(平成31年1月21日現在)

○道路に関すること
　歩行者やドライバーの皆さんが安全に道路を通行できるように、町道
のパトロールを随時行い、町道の破損（陥没、側溝の破損等）、草刈りや
街路樹の剪定などを行い快適な道路環境の確保に努めています。
　また、道路占用（町道敷地内の一部を占用するこ
と）、一般規格を超える特殊車両の通行など道路に
おける許可事務、官地と民地の境界を確定する査定
の立ち合い、境界の証明などを行っています。

　表紙は、「ご近所さん体操」に参加され
ている85歳以上の皆さんです。体操は6
種類で、おもりを手足に巻いて運動しま
す。現在は10グループ150人以上が毎週
元気に体操をしています。

　松伏町は平成31年1月21日に振り込め詐欺被害ゼロ継続日数1000日達成し、吉川警察署
長から「振り込め詐欺被害ゼロ継続日数1000日達成」の感謝状をいただきました！

【町長コメント】
　町民の皆さまの防犯意識の高さはもちろ
んのこと、地域の方々のパトロールや声掛
けにより、地域ぐるみでの防犯意識を高め
ることができ、被害ゼロの継続に繋がって
いると思っております。

振り込め詐欺被害が1000日もないなんて、
安全・安心なまちなんだね！！

まちづくり整備課　土木担当の仕事
道路の維持管理や治水事業によって
安全安心のまちづくりをしています！

○治水に関すること
　側溝や排水路がごみや土砂の堆積などによ
り、流れが阻害されていないか定期的に点検を
行い、清掃を行っています。また、台風が予想さ
れる時は移動式ポンプの準備を行い、水害対策
に努めています。

　松伏町は平成31年1月21日に振り込め詐欺被害ゼロ継続日数1000日達成し、吉川警察署

　町民の皆さまの防犯意識の高さはもちろ
んのこと、地域の方々のパトロールや声掛
けにより、地域ぐるみでの防犯意識を高め

　松伏町は平成31年1月21日に振り込め詐欺被害ゼロ継続日数1000日達成し、吉川警察署

髙橋彩音さんの

AKB48�チーム8
埼玉県代表
髙橋彩音

今月の表紙

　また、道路占用（町道敷地内の一部を占用するこ
と）、一般規格を超える特殊車両の通行など道路に
おける許可事務、官地と民地の境界を確定する査定

発行日：平成31年3月1日 　編集：総務課 �発行：松伏町
〒343-0192　埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地　TEL 991-1898(直通)　FAX 991-7681 　※松伏町の市外局番は「048」です。
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）。
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休日証明書等交付窓口
3月10日（日）、24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・マイナンバーカード受取り
問合せ/住民ほけん課　☎991-1866

人口と世帯（2月1日現在） 人口/2万9,491人（前月比44人減）　男/1万4,889人　女/1万4,602人　世帯/1万1,941世帯

1月の災害など 火災/1件（1件）　救急/100件（100件）
交通事故/46件（46件）　死者/0人（0人）※(　)内は1月からの累計

今月の納期限 町税の休日・夜間納税窓口
休日 �3月31日(日)午前9時から午後4時まで
夜間 �3月14日(木)午後8時まで
場所/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

納期限は､4月1日︵月︶です。
納期限内に納付しましょう!
・保育料3月分




