


　新春の松伏町を快走しませんか？大会後には抽選会があります。素敵な商品が当たるかも！？
■申込み

　11月29日（金）までに、次の（1）又は（2）で
申込みください。
　なお、未成年の方は、保護者の承諾が必要です。

（1）窓口での申込み
所定の申込書にご記入の上、費用を添えて、
Ｂ&Ｇ海洋センター窓口へ申込み。

（2）郵便振替での申込み
所定の申込書（払込取扱票）にご記入の上、
最寄りの郵便局から参加費をお支払いくだ
さい。
※申込書は､Ｂ＆Ｇ海洋センター、教育文化振
興課(役場第二庁舎2階)及び各公共施設にあ
ります。また、（1）の申込書は、町ホームペー
ジよりダウンロードできます。

　松伏町で収穫された新鮮野菜の品評会や販売会を開催し
ます。来場される皆さんが楽しめるイベントが盛りだくさ
んです！ぜひご近所お誘い合わせの上、ご来場ください。
■日時/11月24日(日）10:00～15:00（雨天決行）
■場所/まつぶし緑の丘公園
■内容（予定）
 ①品評会に出品された野菜の展示及び販売
 ②野菜などの販売
 ③焼きそば、松伏町推奨特産品などの販売
 ④新米の無料配布（数量限定）
 ⑤お米の計量大会、輪投げ大会などのイベント（一部有料）
 ⑥盆栽の展示

岡田直人氏（62歳）は、松伏町立松伏小学校や八潮市立大瀬小学校において校長を歴任し、
令和元年10月1日から、松伏町教育委員会教育長に就任しました。

距離 部門 参加費

1.5Km
①小学3･4年生 男子/女子

500円
②小学5･6年生 男子/女子

3.0Km
③中学生 男子/女子 500円
④40歳以上 男子/女子 1,000円

5.0Km
⑤一般 男子/女子

1,000円
⑥60歳以上 男子/女子

0.7Km ⑦親子(5歳から小学2年生と
その保護者のペア) 1組  1,500円

1.5Km×4 ⑧駅伝（中学生以上1チーム4名） 1チーム3,000円

■日時/令和2年1月19日(日)8:50から開会式（8:15から受付）
■場所/松伏記念公園・総合公園周辺
■対象/健康な方で、完走できる方
■競技種目

※①～⑥は、お一人様一部門のみエントリー可

  お願い　 公園を利用する皆さんのため、できるだけ徒歩
又は自転車でお越しください。

新春ロードレース大会参加者募集

松伏町農業収穫祭

第45回 

第46回 

松伏町制５０周年事業

松伏町制５０周年事業
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問合せ 教育総務課 総務担当 ☎991-1807

問合せ Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎992-1291

問合せ 環境経済課 農政担当 ☎991-1853
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氏 が 松 伏 町 教 育 委 員 会 教 育 長 に 就 任



冬のおすすめ講座冬のおすすめ講座

多世代交流学習館
☎991-2338

まつぶし緑の丘公園
☎991-1211

中央公民館
☎992-1321

　おはなし会、人形劇、クリスマスキラキラシート作
り、ケーキなど盛りだくさん
日12月15日（日）
13:00～15:30
場多世代交流学習館
２階ホール　費200円
対・定幼児～小学６年生15名

（申込み順）※幼児は保護者同伴
申・問11月20日（水）９時から多世代交流学習館へ

（電話申込み可）。

初めてでも大丈夫！先生が優しく教えてくれます。
日12月15日（日）　【午前コース】 9:30～12:00
 【午後コース】13:30～16:00
場中央公民館2階調理室
対町内在住の小学3～6年生
定各コース12名（申込み順）
費1,200円（材料費）※当日集金します。
持エプロン、三角巾、筆記用具
申・問11月16日(土)9時から中央公民
館へ（電話申込み可）。

　字の上達を目指します。毛筆が上手に
なりたい人、ぜひ参加してみませんか。
日11月10日(日)・24日(日)、12月8日(日)・
26日(木)・令和2年１月5日(日)
14：00～16：00
費無料　場多世代交流学習館 ２階ホール
対・定小学３年生～中学生 20名（申込み順）
持書き初め用具一式・画仙紙もご用意ください。
申・問１１月１日（金）から多世代交流学習館へ（電話
申込み可）。

日１２月１日（日）　10：00～12：00

　町では、災害援助協定を締結している新潟県湯沢町との交流を
深めることを目的に、湯沢町内の指定宿泊施設に宿泊した方に対し
て、宿泊費の一部を助成しています。ぜひご利用ください！
■対象/指定宿泊施設に宿泊料金を支払って宿泊した方で、町内に
居住し、住民登録している方
■助成額/大  人 （中学生以上） 2,000円
 子ども （小学生以下） 1,000円 １人１年度１回まで

■申請方法/申請書に必要事項を記入し、指定宿泊施設で宿泊の証明印を受け、
宿泊終了日の翌日から２か月以内に、教育文化振興課へ提出してください。
　申請書の様式及び指定宿泊施設の一覧表などについては、教育文化振興課窓
口及び町内公共施設に設置しています。また、町ホームページからも確認及び
ダウンロードすることができます。
　※ 本人及び同一世帯に属する方が町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健

康保険税を滞納している場合は、対象から除外されます。

これから
の季節、ス

ポーツの
秋、食欲の

秋、紅葉狩
りや 温泉、登山などを湯沢町で楽しみませんか？

書き初め教室

クリスマス
アレンジ講座

お正月飾り講座
日１２月１日（日）　14：00～16：00
場まつぶし緑の丘公園レクチャーホール
定各20名（申込み順）
費各1,100円（材料費 ）
申・問11月１日（金）から30日（土）までに直接又は電
　　 話で同公園管理センターへ。

クリスマスケーキを作つて
みんなてお祝いしましよう!

宿泊費の一部助成を利用して 秋の　　新潟県湯沢町へ！
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問合せ 教育文化振興課 社会教育担当　☎991-1873



　 

令和２年度保育所（園）・認定こども園及び学童クラブの
新規利用について

保育所（園）・認定こども園 学童クラブ

松伏小学校と松伏第二小学校の通学区域が一部変更になります

■利用要件　普段仕事をしているため、日中、家庭に
おいて保育ができない場合など
■利用案内の配布場所　保育所（園）、認定こども園、
すこやか子育て課
■対象　0歳児から5歳児まで
■申請書類　①認定申請書及び利用希望申込書　
②勤務証明書等　③平成31年1月2日以降に転入し
た方は、市町村民税課税（非課税）証明書
■その他
・ 申請受付時に、面接も行いますので、お子さんと一

緒にお越しください。
・ 認定こども園の幼稚園部分の利用希望の方は、各園

にお問い合わせください。
・ 町外の保育所（園）の入所申請には、別途手続きが必

要ですので、お早めにすこやか子育て課にご連絡く
ださい。

≪指定校変更について≫
　松伏町では、学校ごとに通学区域を定め、住所地によって就学する学校を指定しています。指定校以外の
学校への就学を希望する場合は、教育委員会が定めた基準により、変更が相当と認められた場合に、指定校
の変更が許可されます。翌年度の新入学児童生徒については、12月上旬にご自宅に届く入学通知書と印か
んを持参し、教育総務課窓口にて手続きを行ってください。
※通学区域の一部変更の詳しい内容は、町ホームページに掲載しています。

利用案内及び申請用紙を11月1日（金）から配布しますので、利用要件に該当する場合に申請してください。

　　　　教育委員会では、松伏町立小中学校学区審議会からの答申を受けて、町民の皆さんからのご意見をいた
だき検討を進め、このたび、松伏小学校と松伏第二小学校の通学区域の一部（大字松伏の一部、松葉1丁目１～４、
ゆめみ野1丁目）を変更することとしました。
　この変更は、令和3年４月に入学及び転入学する児童から適用となります。

松伏
小学校

松伏町児童館
ちびっ子らんど
松伏町児童館
ちびっ子らんど

変更内容
A・C地区 
松伏小学校→松伏第二小学校

かがり火公園

大落古利根川

松伏第二
小学校

E
D

C

B
A

B・D・E地区
松伏第二小学校→松伏小学校

松伏町役場

変更後の小学校通学区域図
（無色:松伏小学校　    :松伏第二小学校）

■利用要件　普段仕事をしているため、放課後、家庭
において保育ができない場合など
■利用案内の配布場所　学童クラブ、すこやか子育て課
■対象　小学１年生から６年生まで
■申請書類　①申請書　②勤務証明書等

【保育所（園）・認定こども園及び学童クラブ 共通】

≪Ｑ＆Ａ≫
Ｑ　現在在籍している子は、転校する必要がありますか？
Ａ　必要ありません。
Ｑ　 兄姉がすでに在籍している学校に、弟妹も入学でき

ますか？
Ａ　 できます。指定校変更の手続きが必要になります。

入学時に兄姉が在籍していることが条件となりま
す。

Ｑ　 令和２年度に入学する子がいますが、変更後
　　の学校に入学できますか。
Ａ　できます。指定校変更手続きが必要に
　　なります。
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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

申請受付日時 申請場所

令和2年1月10日（金）9：00～14：00
役場第二庁舎
3階301会議室令和2年1月11日（土）9：00～12：00

問合せ 教育総務課 学務担当 ☎991-1807



　・

　町では、地域産業の活性化及び雇用の場の確保・拡充を目的として企業誘致に取り組んでいます。
　（都）東埼玉道路と（都）浦和野田線が結節する「松伏・田島地区」に、埼玉県企業局と共同で、新たな雇用の
場を創出する産業集積に向けた取り組みを進めており、令和2年度末の工事完成を目指しています。
■事 業 名 松伏・田島地区産業団地整備事業（面積約18.3ha）
■工事期間　令和元年11月～令和3年3月（予定）　■工事内容　仮設道路工事及び造成・調整池・公園の整備工事等

住民票等へ旧氏（旧姓）併記が可能に！！

＜初回発行手数料無料！便利なマイナンバーカード！＞

松伏・田島地区産業団地整備事業について

「マイナンバーカード」の申請方法
①郵便 ②パソコン
③スマートフォン ④証明用写真機

いずれの申請方法も「通知カード」の下についている「個人番号
カード交付申請書」又は「交付申請書のQRコード」が必要です。

　「個人番号カード交付申請書」等を紛失してしまった場合は、本人確認できる書類をお持ちの上、住民ほけ
ん課戸籍住民担当で申請手続きができます。
　なお、初回発行手数料は無料ですが、「マイナンバーカード」は地方公共団体情報システム機構に作成を委
任するため、町でのその場で交付はできませんのでご了承ください。
また、「住民基本台帳カード」及び「通知カード」と「マイナンバーカード」との重複所持はできません。詳しく
は、マイナンバーカード総合サイトへ。http://www.kojinbango-card.go.jp/index.html

「マイナンバーカード」は、皆さんからの申請により交付されるプラスチック製のカードです。表面にはご本
人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されますので、本人確認のための身分証明書として利用でき
ます。マイナンバーは裏面に記載されます。

　11月5日から住民票、マイナンバーカード等に旧氏（旧姓）が併記できるようになります。
■記載できる旧姓　旧姓を初めて併記する場合は、ご自分の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中か
ら1つを選んで併記することができます。
■手続き　併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての
戸籍謄本等をお持ちの上、住民登録をしている市区町村で申請します。申請の際は、マイナンバーカード（写
真付き）又は通知カードもお持ちください。なお、マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類も必
要となります。
■詳しくは、総務省のホームページに　掲載されています。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
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問合せ 住民ほけん課 戸籍住民担当 ☎991-1866

問合せ 新市街地整備課 企業誘致推進担当 ☎991-1814

土地利用計画図



　 

　 　  

　　　　

　　　　
【試験放送の内容】
「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。」

　暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許さ
れるものではないが､特に、配偶者等からの暴力、性犯罪、ストーカー行
為、売買春、人心取引、セクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力
は、女性の人権を著しく侵害するものです。

一つでも当てはまったら、デートＤＶの可能性があります。まずは相談してみませんか・・・

県の相談機関（匿名でもＯＫ）
Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ さいたま（埼玉県男女共同参画推進センター）
☎048⊖600�⊖3800　月～土　10：00～20：30 （12/29～1/3　日・祝日、第3木曜日を除く）
インターネット相談　https：//www.pref.saitama.lg.jp/withyou/　(24時間受付)
町の女性相談については17ページをご覧ください。

デートＤＶチェックリスト　あてはまる□にチェックをつけてみよう

彼／彼女が・・・
　□無視する、バカにする、大声でどなる □今どこにいるのか１日何度も確認する
　□他の人と仲良くしていると責める □メールの返事をすぐに返さないと怒る　
　□他の人とのメールをチェックしようとする □用事があっても一緒に帰らないと怒る
　□殴ったり、蹴ったり、髪の毛を引っ張ったりする □デートの時にいつも自分にお金を払わせる

女性に対する暴力をなくす運動	11月12日(火)～25日(月)の2週間

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）を活用した

防災行政無線の放送のお知らせ
令和元年度
コミュニティ助成事業
が実施されました

ＤＶとは夫婦や恋人の間での暴力をいいます。デートＤＶとは恋人同士の間での暴力をいいます。

放送の内容はマップーメールでも配信
町メール配信サービス（マップーメール）に登録している方に対し、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、放送が中止となる場合があります。
※Ｊアラートって？　
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。

11月5日（火）10:00頃　緊急地震速報訓練

12月4日（水）11:00頃　全国一斉情報伝達試験

　宝くじの社会貢献広報事
業として、一 般社団法人自治
総合センターが実施してい
る「令和元年度コミュニティ
助成事業」を受けて、ゆめみ野
第４自治会自主防災会で、テ
ント、簡易トイレ、救助工具箱
セットなどを購入しました。

【訓練放送の内容】
「こちらは、防災まつぶしです。ただ今から訓練放送を行います。」
緊急地震速報チャイム音

「緊急地震速報。大
お お

地
じ

震
し ん

です。大地震です。これは、訓練放送です。」×3回
「こちらは、防災まつぶしです。これで訓練放送を終わります。」

　この運動は、こうした暴力の被害実態や男女の置かれているわが国の社会構造を見
るとき､特に女性に対する暴力について早急に対応する必要があることから､女性の
人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図るため国が主唱し取り組む運動です。
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問合せ 企画財政課 人権推進担当 ☎991-1815

問合せ 総務課 庶務防災担当 ☎991-1895

問合せ 総務課 庶務防災担当 
☎991-1895



 「まつぶし出前講座」に新しい講座が加わりました！

職員の給与・定員を公表します
　地方公務員法第58条の2の規定に基づき､松伏町人事行政の運営等の状況を公表します。詳しい内容については､
町ホームページ及び役場本庁舎１階町政情報コーナーにてご覧いただけます。

●定員適正化計画について
　今後も限られた予算の中で、最少の経費で最大の効
果を上げるため、適切な定員管理と簡素で効率的な行
政運営が求められることから、平成30年3月に、平成30
年度から5年間を計画期間とする「定員適正化計画」を
策定しました。
　この計画に基づき、適正な定員管理に努めています。

■職員給与費の状況 （一般会計決算）

■ 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額
の状況 （平成31年4月1日現在）

■職員の初任給の状況    　（平成31年4月1日現在）

■職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（平成31年4月1日現在）

■部門別職員数の状況 （各年4月1日現在）

■特別職の報酬等の状況 　（平成31年4月1日現在）

※町長、副町長、教育長、派遣職員、再任用短時間勤務職員を除く。※職員手当は児童手当及び退職手当を除く。

※ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、
住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。

※ ①職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、
派遣職員などを含み、臨時及び非常勤職員を除いています。

　 ② （  ）内は、再任用短時間勤務職員の人数で、上段の人数に含まれていません。

区分 職員数(A) 給与費 1人当たり
給与費(B/A)給   料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B)

30年度 175人 671,354千円 136,717千円 278,782千円 1,086,853千円 6,211千円

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一般行政職 44歳4か月 330,228円 408,454円
技能労務職 60歳10か月 342,500円 377,746円

区分 松　伏　町 国

一般行政職 大学卒 187,200円 180,700円
高校卒 153,000円 148,600円

技能労務職 高校卒 153,000円 　　－　円

一般行政職 松伏町 国
大学卒  ７年～10年 234,917円 254,377円
大学卒 10年～15年 254,164円 294,395円
大学卒 15年～20年 303,944円 334,573円
高校卒  ７年～10年   －  円 210,771円
高校卒 10年～15年   －  円 244,004円
高校卒 15年～20年   －  円 284,945円

区分 職員数 対前年
増減数平成30年度 平成31年度

一 般 行 政
部 門

議 会
総務企画
税 務
民 生
衛 生
農林水産
商 工
土 木

3
43
22
38
15

7
3

19

３
42
22
38
15

7
3

19

0
△1

0
0
0
0
0
0

小 計 150
(　4)

149
(　３)

△１
(△１)

特別行政
部 門

教 育 26 26 0

小 計 26
(　0)

26
(　1)

0
(　1)

公営企業
等 会 計
部 門

下水道
その他

3
11

3
11

0
0

小 計 14
(　0)

14
(　0)

0
(　0)

合計 190
(　4)

189
(　4)

△１
(　0)

区分 月額 期末手当
町　長

給
料

734,000円

平成30年度支給割合
4.45月分

副町長 621,000円
教育長 581,000円
議　長

報
酬

312,000円
副議長 255,000円
委員長 241,000円
議　員 235,000円

■新設講座（3講座）
①「町民編」やさしい楽しいいけばな教室＜小原流＞　※費用負担あり（材料代）
②「役場編」マイ・タイムラインをつくろう～私の避難行動予定～（総務課）
③「役場編」災害に強いまちづくり～今からできる防災対策～（総務課）

■終了する講座　「役場編」
・ 避難所模擬体験HUG訓練
（総務課）　

※町民編は松伏町民が、役場編は役場職員が講師として講座（無料）を行います。
■申込み方法　申込書に、希望する講座と日時、場所を記入し、教育文化振興課へ提出してください。講師の派遣
が決定後、決定通知書を送状します。申込書は、町ホームページや町内公共施設にあります。
※講座当日の会場の確保と準備をお願いします。
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問合せ (給与に関すること)総務課 ☎991-1896　(定員に関すること)企画財政課 ☎991-1818

問合せ 教育文化振興課 社会教育担当 ☎991-1873



講座名・講師 日時 その他
ママの為のピラティス②
 講師：秦　美保子 11/11(月)10:30～11:30 対未就園児の保護者　 定12名　費無料

親子で遊ぼう「小麦粘土」　
 講師：親子サポートぽっぽ 12/ 6(金)10:30～11:30 対1歳以上の子と保護者　 定10組　費無料

イベント名 日時 その他

ちびっ子バスツアー
バスに乗って
埼玉県の学習センターへ行こう！

11/17(日）
8：30集合
16:30頃 解散

場埼玉県防災学習センター、埼玉県自然学習センター
対・定小学3～6年生30名（申込み順）
費300円　持お弁当、水筒など
申受付中。保護者が直接事務所で申込み。

はぐくみ
牛乳パックポンプを使って遊ぼう！

11/20(水)
10:30～11:30

内親子で動物や家をつくり、動物を動かして遊びます。
対・定 保護者付き添いの２歳児～15名(申込み
順)　費50円（材料代）　申受付中。電話申込み可。

子育てにこにこサロン
親子でふれあいコミュニケーション
ボールで遊ぼう！！

12/ 4(水)
10:30～11:30

内お子さんと楽しくボールで体を動かした後は、マ
マの為の骨盤ボールエクササイズを行います。
対保護者付き添いの乳幼児15名（申込み順）
※講座の内容上、歩けるお子さんが対象です。
申11月6日(水)9時30分から電話申込み可

講座名・講師 日時 その他
助産師さんに聞いてみよう②
ママが伝える性といのち 講師：染谷　修子 11/25(月)10:30～11:30

対未就園児の保護者
定10名　費無料

子育て世代の家計管理
 講師：逆井　芳子 12/ 9(月)10:15～11:45

対未就学児の保護者
定10名　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

松葉1-6-3　☎993-0202
休館日/11月4日(月・振休)・5日(火)　　開館時間/9:30～17:00
http://matubusijidoukan.com/

　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11/12(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

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。

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松伏町地域子育て支援センター

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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子育て
すこやか



施設名 イベント名 日時 その他

たから
幼稚園

申・問

☎991-2828

11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】 11/ 6(水)   10：30～11：30 対０歳～未就園児親子

園庭開放　大型遊具で遊びましょう
11/6(水)、8(金)、13(水)、
15（金）、20(水)、22(金)、
27(水)、29(金)15:00～16:00

対親子でどなたでも

たから親子教室“にこにこクラブ” 
【要予約】

11/11(月)玉入れ遊び
18(月)おちば遊び
25(月)フルーツバスケット
10：00～11：10（9：45受付）

対1・2・3歳児親子（H27.4.2
～H30.4.1生まれの方）

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

11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】
※誕生会後は、お餅つき大会を行います

11/28(木) 9:30～9:50 対1歳～5歳児親子

認定こども園
こどものもり

申・問

☎993-0580

木の実のオブジェ作りを楽しみましょう
【要予約】 11/13(水) 9:30～11:00 対2歳児以上の親子

「こどものもり」バザー 11/16(土) 10:00～14:00 対親子でどなたでも
自然いっぱいの中で園庭開放【要予約】 11/21(木) 9:30～11:00 対親子でどなたでも
消火訓練に参加して消防士さんのお
話を聞きましょう【要予約】 11/28(木) 9:30～11:00 対2歳児以上の親子

認定こども園
みどりの丘
こども園

申・問

☎991-2277

園庭開放 11/  8(金) 10:00～11:50 対未就園児親子
お買い物ゲームをしよう！【要予約】 11/18(月) 10:00～11:50 対未就園児親子　 定10組
園内開放 11/22(金) 10:00～11:50 対未就園児親子
おいもパーティーをしよう！【要予約】 11/25(月) 10:00～11:50 対未就園児親子　 定10組

かしのき
保育園

申・問

☎991-4028

かしのき祭り＆バザー 11/  9(土) 10:30～13:00 対どなたでも

被害児童を助ける電話　１
いち

８
はや

９
く

番　１１０番

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。

　親から「怒鳴られている」「叩かれている」「育児を放棄されている」などの被害を受けて
いる『カモシレナイ』子どもがいるときは、迷わずすぐに電話をお願いします。
　連絡者の秘密は守ります。『カモシレナイ』で充分です。詳しい確認は職員がします。
　子どもと親の両方を助けます。
※出産や子育てに悩んでいる方からの電話もお受けしています。

・児童相談所全国共通ダイヤル　局番なし189番
・警察　局番なし110番
・すこやか子育て課 ☎991-1876
・越谷児童相談所 ☎048-975-4152

子どもを助けましょう！
11月は児童虐待防止推進月間です
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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



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）
(令和元年7月生)

13日（水）
(平成31年1月生)

 6日（水）
(平成30年3月生)

20日（水）
(平成28年7月生)

12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。

11月の乳幼児健診・離乳食講習会・各種相談  ☎ 992－3170・4323

相談名 日時 内容 問合せ
こころの相談
要予約 11/11(月)9:15～11:00 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

11/13(水)、12/4 (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 11/13(水)、12/4(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、育児の悩みに関する相談

問合せ　保健センター　☎992-3170

献血にご協力ください

クリスマス会

「こころのスキルアップを図ろう！」
～ストレスの理解とこころの健康～

こころの健康講座
　輸血を必要とする患者さんの
ために、ご協力をお願いします。
今回は200ml、400ｍl献血で
す。
日11月21日（木）9:30～12:00
場役場本庁舎　１階ロビー
持献血カード、運転免許証等
本人確認が出来るもの

日12月16日（月）
10：00～12：00
場保健センター
内手型・写真・おやつ・リース作りなど。サンタさ
んも来ます！
対・定乳幼児と保護者　20組
費無料
申・問11月5日（火）から保健センターへ。　

日　時
1回目  11/26(火) 13:30～16:00
2回目  12/  3(火) 10:00～13:00
3回目  12/10(火) 13:30～16:00
4回目  12/14(土) 9:30～12:00

場保健センター　持母子健康手帳、筆記用具
費調理実習代 350円　申電話で保健センターへ。
※４回目は沐浴実習やマタニティ体験ができます。
お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんのご参加も
お待ちしております！

　心の健康を保つには、ストレスやこころの
メカニズムについて正しく理解することが大
切です。
　日々の生活で感じるストレスやこころの不
調と上手に関わっていくにはどうしたらよい
か一緒に考えてみましょう。

日12月3日（火）14:00～15:45
場役場第二庁舎３階301会議室
対町内在住、在勤の方
定60名（先着順）　費入場無料

【講師】大妻女子大学准教授　山蔦 圭輔氏
申・問 11月5日（火）から保健センターへ（電話
申込み可）。

食生活改善推進員協議会

骨太クッキング参加者募集
日11月21日（木）10:00～13:00
場保健センター　調理室　対町内在住の方
定18名（申込み順）　費400円
持エプロン、三角巾

（バンダナ等）、筆記用具
申・問11月15日（金）
までに電話で保健センターへ。

町内在住の方

10 広報まつぶし　2019年11月　No.606

　 Hello　　ベビー教室が始まります




