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　地域のコミュニティを豊かにし、安全・安心な暮らしのできるまちづくりを目的として開催します。
ステージでの催しや模擬店、フリーマーケットなど、
イベント盛りだくさん！
　ぜひ、お楽しみください。

お願い
・駐車場が少ないため、お車での来場はご遠慮ください。雨天等により、駐車場のご利用を制限させてい
ただくことがあります。ご了承ください。（周辺への迷惑駐車は行わないでください。）
・公園利用者の安全のため、ごみの持ち帰りにご協力ください。

まつぶし町民まつり２０１９松伏町制５０周年事業

防 災 訓 練

　地震･風水害･火災などの大規模な災害が発生した場
合には､町や消防署、防災機関だけでは対応しきれない
おそれがあります。被害の拡大を防止、軽減するには､地
域住民による初期の防災活動が重要です。
訓練に参加して､いざというときに備えましょう。
訓練には、どなたでも参加できます。
■日時　10月６日（日）9:00～12:00
雨天中止（小雨決行）
※�中止の場合、7時30分に防災行政無線でお知らせします。
■場所　松伏記念公園
■主な訓練　初期消火訓練、救出訓練、炊き出し訓練、煙
中訓練など
※訓練には、手話通訳者がつきます。
■その他　駐車場に限りがありますので、できるだけ徒
歩又は自転車でお越しください。当日は、動きやすい服装
でお越しください。
※�訓練の際、会場内のアナウンス及び訓練車両のサイレン等により会場周辺の皆さまにはご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いします。　

■日時　10月20日（日）10：00～15：30（雨天決行）
■場所　松伏記念公園ほか
■内容（予定）

【ステージ】キャラクターショー、ささら獅子舞、ダンス、演奏など
【会場内イベント】　フリーマーケット、模擬店・バザー、福
祉模擬店、物産・啓発・商工会コーナー、木工ひろば、子供み
こし・山車、グラウンドゴルフ、スピードガン・ストラックア
ウト、体力測定、健康展、ノルディックウォーキング、警察・
消防車両展示など
■主催　松伏町

※町内巡回バスの運行も行います。
※�詳細は広報10月号に折込みのチラシをご覧
ください。

ホッキー君
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問合せ まつぶし町民まつり実行委員会事務局（環境経済課内） ☎991-1854

問合せ 総務課 庶務防災担当 ☎991-1895



　　

　埼玉県東南部都市連絡調整会議では、構成５市
１町の広域連携により婚活を目的としたバスツ
アーを開催します。今年度は東京2020オリンピッ
ク・パラリンピックを見据えたコース内容を予定
していますのでぜひご参加ください。
■日時　11月3日（日・祝）9：30（男性）10：00（女
性）～19：00（予定）※雨天決行
■対象　�松伏町・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・

吉川市に在住及び在勤の年齢24歳から42
歳までの独身男女

■募集人数　男女各20名
■集合場所　三郷中央におどりプラザ（つくばエク
スプレス�三郷中央駅徒歩3分）
■解散場所　南越谷駅
■コース

　気温の上昇だけでなく、気温がそれほど高くない日でも、湿
度が高い日、風が弱い日、体が暑さに慣れていない時などは熱
中症に注意が必要です。部屋の中でも熱中症を発症すること
がありますので、温度や湿度に注意し、風通しをよくしましょう。
熱中症予防５つのポイント
１　上手にエアコンを
　暑さで徐 に々体力が低下し、室内でも熱中症になること
がありますので、上手にエアコンを使いましょう。
２　暑くなる日は要注意
　猛暑の時は、涼しいところに避難しましょう。
３　水分・塩分こまめに補給
　のどが渇く前にこまめに水分を補給しましょう。たくさん
汗をかいたら、塩分も補給しましょう。
４　「おかしい！？」と思ったら病院へ
　熱中症は、めまい、頭痛、吐き気、倦怠感などの症状
から、命が危険になることもあります。「おかしい」と
思ったら、医療機関に相談しましょう。
５　周りの人にも気配りを
　自分のことだけでなく、声を掛け合うなど、周りの
人の体調にも気を配りましょう。

■日時　10月12日（土）�
5：45�Ｂ＆Ｇ海洋センター集合�
6：00�出発（雨天決行）
■内容　新潟県湯沢町　大源太湖への林道ウォーキン
グ（約２時間コース）、そば打ち体験、雪国館見学
■対象　小学生以上で、全行程を歩ける方。小学生は
保護者の同伴が必要です。
■費用　2,500円（昼食、レクリエーション、保険代等）
■申込み　下記記入例を参考に往復ハガキで申込み（9
月9日（月）必着）。１枚の往復ハガキで１名の申込みで
すが、ご家族の場合のみ２名まで申込みできま�す。
※申込みされた方以外は参加できません（代理参加等不可）。
※より多くの方に当事業にご参加いただくため、昨年
度の湯沢ウォーキングに参加しなかった方を優先し、
定員を超えた場合は公開抽選により決定します。
公開抽選日：９月12日（木）14時からＢ＆Ｇ海洋センターにて
<記入例>

令和元年度 婚活まんまる
バスツアー参加者募集

熱中症に注意しましょう

湯沢ウォーキング
参加者募集

松伏町ゆめみ野東
3-14-8
松伏町B&G海洋
センター行き

ご自分の住所

ご自分の名前
（何も記入しない）

郵便番号
住所
氏名
年齢（申込日現在）
電話番号

〒343-0114 郵便番号62 62
往　信 �返　信

■参加費　5,000円（昼食代・体験料込）
※10月24日（木）からキャンセル料が発生します
■募集期間　９月1日（日）～30日（月）　
※申込者が定員を上回った場合には、抽選により
参加者を決定し、10月11日（金）までに抽選結果を
連絡します。
■応募方法　下記応募先ホームページから募集要
領を確認の上、ツアー委託業者（株式会社エクシオ
ジャパン）に直接申込み
■応募先　インターネット（https://www.exeo-
japan.co.jp/ex_past/191103_manmaru/）
☎050-5531-9451
問合せ
埼玉県東南部都市連絡調整会議事務局

（越谷市役所政策課内） ☎048-963-9112（直通）
企画財政課 総合政策担当 ☎991-1818

三郷中央におどりプラザ

三郷市ピアラシティ

越谷市総合体育館

こしがや能楽堂

男女合流し、自己紹介

立食パーティ（ギリシャ料理）

バスケットボール試合観戦

（越谷アルファーズ ホームゲーム）

トークタイム・カップル発表

解散南越谷駅

男性のみ 9:30〜セミナー 女性のみ10:00

往信（おもて）　���返信（うら） 返信（おもて）　���往信（うら）
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問合せ B&G海洋センター ☎992-1291

問合せ 保健センター ☎992-3170



　　

　　　町では、ごみの減量化と資源のリサイクル化を進めるために、家庭から出
されるごみの分別収集をしています。ごみを出す際の注意点を紹介しますので、
皆さんのご協力をお願いします。

■健診項目／下記項目を1年に1回実施します。
①問診�②身体計測�③血圧�④血中脂質検査�⑤肝機能検査�⑥腎機能検査�⑦血糖検査�⑧尿検査�⑨貧血検査�⑩心電図検査
※大腸がん検診・肺がん検診も受診することができます。（年度内に１回のみ）
※�胃がん検診は個別健診のみとなります。指定医療機関（埼玉筑波病院・埼玉あすか松伏病院）に予約して受
診してください。受診期間は12月までとなります。

■受診対象
後期高齢者医療保険の加入者（健診日に後期高齢者医療保険資格のある方）
※健康診査のご案内は、９月中旬に送付します。
※集団健診を受けた方は人間ドックの費用助成は受けられませんので、ご注意ください。
■会場及び日程等　『集団健診』　受診費用：無料

■申込み方法
　9月中旬に送付される「健康診査のご案内」に同封しているハガキでお申込みください。期限を過ぎた場
合や記入漏れがある場合は、申込みをお受けできませんので、ご注意ください。また、電話での申込みは、受
け付けていません。
　郵送の場合：10月3日（木）当日消印有効
　窓口の場合（ハガキ持参）：10月４日（金）保健センター窓口受付有効
【受付時間】8:30～17:15

増 え 続 け る ご み に ス ト ッ プ ！

後期高齢者医療保険加入者の「健康診査」を実施します

◆生ごみの減量を！
各家庭から出る生ごみの
うち、約80パーセントが水
分といわれています。生ご
みを捨てる前に水切り・ひ
としぼりなど、ひと手間か
け、ごみ袋の口をしっかり
縛って出してください。ご
みが軽くなり、汚水漏れや
悪臭の軽減になります。

◆各種スプレー缶は
「危険ごみ」です！ 
殺虫剤・カセットボン
ベ・ヘアスプレー缶・
スプレー式消火具など
は、ＬＰガス（可燃性の
ガス）が使われている
ので、正しく廃棄しない
と、とても危険です。中
身を使いきり、穴を開
けずに『危険ごみ』とし
て、『雑芥』の日に透明
又は半透明の袋に入れ
出してください。

◆可燃ごみの中に埋も
れる資源！
包装紙・ティッシュペー
パーの箱（ビニールの
部分は取って）、トイ
レットペーパーの芯、お
菓子の箱、紙袋、はが
き・封筒などの雑紙は
リサイクルできます。も
えるごみに出さず、『古
紙』の日に出しましょ
う。資源に生まれ変わり
ます。

※生ごみの水切り器「水切りダイエット」と雑紙回収袋を配布しています。
　数に限りがありますので、お早めにどうぞ

7月の家庭系
可燃ごみ排出量

　松伏町は、一人一日あ
たりの可燃ごみの量が近
隣5市1町の中で一番多
い状況です。家庭系可燃
ごみの減量にご協力くだ
さい！

（前月比57g増）

7月分 604.30ｇ

目標 503.15ｇ

差分 101.15ｇ

���

会　場 日　程
役場 11月5日（火）・6日（水）・7日（木）・8日（金）・9日（土）・10日（日）
北部サービスセンター 11月11日（月）
中央公民館 11月14日（木）・15日（金）
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　問合せ 環境経済課 生活環境担当�☎991-1839·1840

問合せ 健康診査：住民ほけん課 後期高齢者医療担当�☎991-1884
� がん検診：保健センター�☎992-3170・992-4323



　　7月13日（土）に中央公民館（田園ホール･エローラ）
で、令和元年度松伏町社会を明るくする町民の集いを開催
しました。約350人の方が参加し、青少年善行者及び青少
年健全育成｢標語｣優秀作品の表彰を行った後、青少年健全
育成｢作文｣優秀作品の受賞者が立派に作文を発表し表彰
されました。また、アトラクションとして「松伏第二中学校
吹奏楽部」の演奏が行われ、盛況の内に幕を閉じました。

■青少年善行者　山
やま

﨑
ざき

　好
よし

輝
き

　（松伏小学校６年）� 小
こ

森
もり

　光
こう

那
な

� （松伏小学校６年）
� 増

ます

山
やま

　　奏
かなで

� （松伏中学校2年）� 田
た

島
じま

　光
みつ

希
き

� （松伏中学校２年）
■青少年健全育成「標語」優秀作品
　はなしたい　こころのこえを　だすゆうき� 白

しら

井
い

　逞
たく

翔
と

� （松伏小学校２年）
　あいさつで　ニコニコえがおの　花がさく� 今

いま

井
い

　利
り

奈
な

� （金杉小学校３年）
　見てる人　それより強い　止める君� 田

た

山
やま

　琉
りゅう

之
の

助
すけ

�（松伏第二小学校４年）
　分かってる？　顔では見せない　心の傷� 小

こ

島
じま

　麻
あさ

陽
ひ

� （松伏中学校３年）
　手をとって　みんなで守ろう　あの子の笑顔� 三

みつ

橋
はし

　里
り

奈
な

� （松伏第二中学校２年）
　その言葉　一歩間違えたら　刃物だよ� 黒

くろ

川
かわ

　あやか�（松伏高等学校１年）
■青少年健全育成「作文」優秀作品
　題名：あいさつは　まほうの言葉� 菅

すが

　　泰
たい

成
せい

� （松伏小学校５年）
　題名：ぼくが今できる事� 浅

あさ

葉
ば

　瑞
みず

希
き

� （金杉小学校４年）
　題名：少しの勇気で� 伏

ふし

見
み

　日
か

乃
の

花
か

�（松伏第二小学校６年）
　題名：﹃しつけ﹄という名の暴力� 伊

い

藤
とう

　香
か

奈
な

� （松伏中学校２年）
　題名：一人の人間として� 柴

しば

田
た

　風
か

乃
の

� （松伏第二中学校３年）

社 会 を 明 る く す る 町 民 の 集 い を 開 催 し ま し た

　町では、「2020年国勢調査」に従事していただく方を募集しています。
　子育て真っ最中の方、現在の生活リズムを維持したい方、休日を有効活
用したい方など大歓迎です！
　一度登録すれば、他の統計調査でもお声かけさせていただきます！

松伏町統計調査協力員を随時募集中！
～空いた時間を有効活用しませんか～

【調査員の登録〜統計調査までの主な流れ】
•総務課にて登録申請
（窓口、ホームぺージに登録申請書があります。）

▼
登録後、各種統計調査実施時に町から依頼

▼
活動前に説明会へ出席（１～２時間程度）

▼
事業所や世帯を訪問し、調査票の配布や回収

▼
回収した調査票の点検・整理

▼
町受領会にて、調査関係書類を提出

【応募資格】
•20歳以上75歳未満の方
•統計調査員として任務を遂行できる方
•求めに応じて積極的に各種統計調査に従事でき、かつ、
健康な方
•選挙、税務及び警察に直接関係のない方
•暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない方

【調査員の身分】
調査の期間中は、非常勤の公務員となり、調査の種類や受
け持ち件数に応じて、報酬が支払われます。

※敬称略
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　問合せ すこやか子育て課 子育て支援・児童福祉担当�☎991-1876

問合せ 総務課 秘書広報担当 ☎991-1898



講座名・講師 日時 その他

ベビーマッサージ 講師：荻野　裕佳里 ��9/16�(月・祝)10:30～11:30 対2か月から� 定8組� 費無料

おもちゃを作ろう　講師：田代　　洋一 10/14�(月・祝)10:30～11:30
対未就園児の親子� 定10組
費材料代実費

イベント名 日時 その他
防災教室
こんな時どうする？ �9/��1�(日）14：00～

内 �防災について、幼児から大人まで分
かりやすく学びます。

はぐくみ
ロケットを作って遊ぼう！ 9/17�(火)10:30～11:30

内 �親子でロケットを作って遊びます。
対保護者付き添いの幼児（2歳から）
定15名（申込み順）　費100円（材料代）
申申込み受付中

マンカラ大会 9/29�(日)15:30～
対小学生　申9月21日(土)9時30分から事
務室にて受付。

講座名・講師 日時 その他
ママカフェ　育児疲れ、頑張っているママ 
 講師：吉田　　朋子 ��9/�6�(金)10:30～11:45 対未就園児の保護者　定6名　費無料

赤ちゃんのためのコンサート
 講師：早乙女　弘枝 10/31�(木)10:30～11:30

対1歳以下の赤ちゃんと保護者
定20組　費無料

児童館ちびっ子らんど

北部地域子育て支援センター 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(祝日も開所)　開所時間/10:00～15:00

松伏2428-1　☎990-9010
開所日/月～金曜日(祝日は休所)　開所時間/10:00～15:00

※マンカラとは･･･アフリカ及び中近東から東南アジアにかけて昔から親しまれているボードゲームです。
　2列の穴が6つ並んでいるボードと、おはじきやビー玉などの石のみでプレイできます。　

松葉1-6-3　☎993-0202
休館日/9月2日(月)　開館時間/9:30～18:00　
http://matubusijidoukan.com/

松伏町地域子育て支援センター

　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9/10(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

親子サロン

※��各地域子育て支援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
※会場は、各地域子育て支援センターです。講座受講の際、同室で託児があります。

子育て
すこやか 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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施設名 イベント名 日時 その他

たから
幼稚園

申・問

☎991-2828

ふれあい動物園・入園前説明会
9/10(火)�
•保育室見学�12：00～12：30
•ふれあい動物園�12：30～13：15
•入園前説明会13：20～14：00

対親子でどなたでも　

園庭開放　大型遊具で遊びましょう
9/�4(水)、6(金)、11（水）、
13(金)、18(水)、20(金)、27(金）
いずれも15:00～16:30

対親子でどなたでも

９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】 9/11(水)10:30～11:30 対0歳～未就園児の親子

たから親子教室 “にこにこクラブ”
【要予約】

9/�2、9、30いずれも月曜日
10:00～11:10（9:45受付）

対1・2・3歳児の親子（H27.4.2
～H30.4.1生まれの方）
内2日：スタンプあそび、9日：新聞
あそび、30日：お遊戯あそび

ゆたか
保育園

申・問

☎992-1416

園庭開放　広い園庭で園児と一緒に
遊びましょう【要予約】 毎週水曜日�10:00～10:40 対0歳～5歳児親子

9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】 9/19(木)����9:30～10:30 対1歳～5歳児親子

かしのき
保育園

申・問

☎991-4028

よっといで「お相撲さんと相撲大会」
現役の力士がやってきます【要予約】 9/24(火)� 9:30～11:00 対未就園児親子

定10組

認定こども園
こどものもり

申・問

☎993-0580

自然いっぱいの中で園庭開放【要予約】 9/11(水)� 9:30～11:00 対親子でどなたでも
「お月見の会」に一緒に参加しましょう
【要予約】 9/14（土）� 17:30～19:30 場まつぶし緑の丘公園

対親子でどなたでも
こどものもり 入園保育説明会・ランチ
試食会【要予約】 9/18（水）� 9:30～11:00 対2歳児以上の親子

手作り楽器作りを楽しみましょう【要予約】 9/26（木）� 9:30～11:00 対2歳児以上の親子　定30組

認定こども園
みどりの丘
こども園

申・問

☎991-2277

園庭開放 9/��6(金)� 10:00～11:50 対未就園児親子
おじいちゃん、おばあちゃんプレゼント作
り＆ポップコーンを作ろう！【要予約】 9/11(水)� 10:00～11:50 対未就園児親子

定10組
園内開放 9/20(金)� 10:00～11:50 対未就園児親子

運動会に参加しよう　【要予約】 9/28(土)　11時頃
予備日29日(日) 対未就園児親子

日　時　10月２日(水)�10：00～11:30　場　所　中央公民館��３階和室
内　容　松伏町女性消防団による心肺蘇生法、ＡＥＤの使い方
　　　　松伏町赤十字奉仕団によるケガの手当て、非常食の作り方と試食会
対　象　町内在住の子育て中の方　25名（申込み順）お子さま同伴可（同室保育あり）
参加費　無　料
主　催　松伏町民生委員・児童委員協議会（児童すこやか部会）
申込み・問合せ　9月9日(月)からいきいき福祉課�（☎991-1874）へ（電話申込み可）。

乳幼児のための救命救急と災害時非常食の試食
～心肺蘇生法・ＡＥＤの使い方・家庭でできるケガと病気の手当て～

町内の幼稚園・保育所（園︶・認定こども園

イベント情報

※掲載イベント以外にも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。

9Matsubushi�Public�Information�September.2019�No.604




