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【多世代交流学習館 メロディー】
・奨学金まるわかり読本
� 久米　忠史　著
・�外国人だけが知っている「観光地
ニッポン」�
� ステファン・シャウエッカー　著
・熱源� 川越　宗一　著
・�ドラえもん科学ワールド未来のく
らし� 藤子・Ｆ・不二雄　まんが

【中央公民館】
・てしごと　－おんな職人日乗－
� あさのあつこ他　著
・樹木希林120の遺言� 樹木希林　著
・じぶんではなをかめるかな
� 深見　春夫　作・絵

▶おはなしランド
日３月14日、28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14日「ストローロケット」、
28日「かみてっぽう」
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。

休館日　2日（月）・9日(月)・16日（月）・
23日（月）・30日(月)
3日(火)は施設点検のため臨時休館
図書貸出休止日　上記休館日、1日（日）

▲�ストローロケット ▲かみてっぽう

▶�初心者社交ダンス教室
　社交ダンスの無料体験をしてみま
せんか。未経験者大歓迎です!
日3月14日（土）、20日（金・祝）
いずれも9:30〜11:30�（全2回）
場2階201・202研修室　費無料
対・定18歳以上の方15名（申込み順）
持運動靴　申受付中　問中央公民館

▶�バードウォッチング教室
　日本野鳥の会埼玉との共催で
“探鳥会”を行います。探鳥会の様子
は、日本野鳥の会埼玉のホームペー
ジ(http://www.wbsj-saitama.
org/)でご覧いただけます。
日3月20日(金・祝)9:00〜12:00�
小雨決行（悪天候の時は中止。当日8
時30分に決定）
場松伏記念公園周辺
【集合場所】1階102研修室（当日受付可）
対どなたでも(小学生以下は保護者同伴)
費200円(中学生以下は無料)
当日集金します。
持筆記用具、雨具(小雨の場合)
※動きやすい服装でご参加ください。
申受付中　問中央公民館

休館日　2日（月）・9日(月)・16日（月）・
23日（月）・30日(月)
11日(水)は設備点検のため臨時休館
図書貸出休止日　上記休館日、
17日(火)・20日（金・祝）・28日（土）

▶サロンコンサート�
　サロンでのひととき、軽音楽で一
緒に歌いませんか。
日３月７日（土）13：00〜13：30
場1階ホール　費無料。直接会場へ。

▶将棋教室（初級編）
　駒の並べ方・動かし方から指導し
ます。未経験者大歓迎です!
日３月31日（火）、４月５日（日）
いずれも9:30〜11:30　
場２階研修室
対・定小・中学生12名（申込み順）
費無料　持筆記用具
申・問3月15日（日）９時から多世代
交流学習館へ（電話申込み可）。 ▶�第45回松伏町新春ロードレース

大会の成績について
　1月19日（日）開催のロードレース
大会の結果は、次表のとおりです。

▶�読み終えた図書は、ぜひ図書室
にご寄贈ください。
　中央公民館図書室、多世代交流
学習館図書室では、読み終えて不
要になった図書の受入れをしてい
ます。
　受入れ対象の図書は次のとおり
です。
▶出版後およそ５年以内で、汚破
損、ページの折れや書込みのない
図書
▶子どもたちに人気のある児童書
▶�松伏町について書かれた資料
　なお、寄贈いただいた図書の取
扱いは、図書室に一任させていた
だきます。
問中央公民館図書室　☎992-1321
　多世代交流学習館図書室
　☎991-2338

生涯学習
インフォメーション

今月の新着図書ご案内

多世代交流学習館�メロディー
☎991-2338

休館日　2日(月)・9日(月)・16日(月)・
23日(月)・30日(月)

Ｂ＆Ｇ海洋センター
☎992-1291

中央公民館
☎992-1321
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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

総合型地域スポーツクラブ
｢マッピー松伏」

▶トレーニング講習会（要予約）
日3月15日(日)13:30〜1時間程度

マッピー軟式庭球部

日3/11、18、25� 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。

①健康ヨガ（9:50〜）
日3/8、15、22� いずれも日曜日
②バランスボール教室（11:00〜）
日3/3、10、17、24�いずれも火曜日
③エンジョイダンス（10:00〜）
日3/4、11、18、25�いずれも水曜日
④はじめてのズンバ（11:00〜）
日3/26(木)
⑤絵手紙教室（10:00〜）
日3/12、26� いずれも木曜日
⑥体幹トレーニング（11:00〜）
日3/5(木)
⑦ケンコー吹き矢（13:30〜）
日3/13、20� いずれも金曜日
⑧ケンコー体操教室（11:00〜）
日3/6、13、20� いずれも金曜日
⑨ピラティス教室
日3/7、21� 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▶�気楽に遊び体

日3月14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、ケンコー吹き矢ほか。
【主催・指導】松伏町スポーツ推進委員
（活動の様子をP.18で紹介）

問Ｂ＆Ｇ海洋センター

▶�ジュニアバレーボール教室
　一緒に楽しくバレーボールしませ
んか。基礎から試合まで仲間と一緒
にプレイしましょう！
日４月４日(土)、５日(日)
いずれも9:00〜11:00
場Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
対町内在住の小学生
費1人500円（保険代）申込時又は当日

【講師】(財)日本スポーツ協会コー
チⅡ（上級指導員）
【主催】松伏町バレーボール連盟
【後援】松伏町スポーツ協会

申・問3月3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991-5413）へ。

▶�松伏町スポーツ協会表彰者の推薦
について
　松伏町スポーツ協会では、令和元
年度(平成31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います。

【表彰対象】全国大会で６位以内▶関
東大会で３位以内▶埼玉県大会で３
位以内▶その他の大会で優勝
※表彰者は、スポーツ協会の審査に
より決定します。

【申請方法】所定の様式による申請
申・問３月20日(金・祝)までにＢ＆
Ｇ海洋センターへ。

種　　　目 優　勝　者
小学3・4年生�
男子�1,500m

米田　陽
5分50秒71

小学3・4年生�
女子�1,500m

榎本　陽菜
5分56秒87

小学5・6年生�
男子�1,500m

林　莉旬
5分8秒7

小学5・6年生�
女子�1,500m

追分　爽心
5分32秒78

中学生�男子
3,000m

渡辺　大雅
9分17秒12

中学生�女子
3,000m

大橋　雪奈
10分14秒46

（大会新）
40歳以上�男子

3,000m
内田　定男
10分2秒60

40歳以上�女子
3,000m

黒田　千晶
11分32秒72

（大会新）

一 般 � 男 子
5,000m

松本　虎太郎
14分44秒15

（大会新）
一 般 � 女 子

5,000m
駒　向日葵
17分59秒20

60歳以上�男子
5,000m

添野　義光
19分40秒71

60歳以上�女子
5,000m

髙橋　洋子
28分38秒94

親 子 の 部
700m

栗原　隆幸・勇輝�
2分37秒75

駅 伝 の 部
1,500m×4

たんぽぽ
18分5秒59

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11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）。

こどもパラスポーツ教室
日3/28(土)9:00〜
場Ｂ＆Ｇ海洋センター
対小中学生・障がいのある方も参
加できます　費無料
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春のハンギング講座

　まちづくりに参加してみません
か。令和２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人
【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】令和2年4月1日〜令和3年3月31日
【報酬等】無報酬

申・問 5月29日(金)までに総務課
（☎991-1898）へ。

【受付期間】
①�3月1日(日)〜5月1日(金)
②�3月1日(日)〜5月15日(金)
問自衛隊朝霞地域事務所
☎048-466-4435

＜町内の催し＞　　　催　　し

高次脳機能障がい
地域相談会

日３月10日(火)13:30〜15:30
場中央公民館１階102会議室
対高次脳機能障がいのある方、家族、
支援者　費無料
問NPO法人地域で共に生きるナノ
☎090-4759-7156
　048-951-1817

＜町内の催し＞

▶エローラ混声合唱団　無料体験会
　歌の好きな方、男女経験問わず大
歓迎です！
日３月14日(土)、28日(土)いずれも
13:30〜15:30　※１回のみ参加可
場多世代交流学習館　２階

【練習曲】花は咲く、早春賦、芭蕉布など
【指導者】中脇幹夫（東京混声合唱団�元理事）

申・問朝野　☎992-4401
kei.moko.asa.2003@icloud.com

▶松伏ジュニアテニスクラブ会員募集
日毎週日曜日　9:00〜11:00
場松伏記念公園テニスコート
対・定新小学生３〜６年生�15名

【体験レッスン希望の方へ】
・レッスン日の8時50分に、保護者の
方と一緒に直接コートに運動ができ
る服装でお越しください（大会日と
雨天の場合は休み）。ラケットはテニ
スクラブで用意します。なお、会費な
どの詳しい内容は体験レッスン時に
ご説明します。
問照山　☎090-1039-5376

▶ハーバリウム体験教室　参加者募集
日3月26日(木)14：15〜16：00
場多世代交流学習館　研修室
内お好みの花材と専用液を瓶に入
れてオリジナルのインテリア雑貨を
作ります。　持はさみ
費100mlボトル：1,500円〜
申・問日本ハーバリウム協会
認定講師　金子
☎992-4932

　サークル・団体の
　催し・募集

　　　募　　集

＜町の募集＞

＜国の募集＞

令和２年度町政モニター募集

自衛官募集
Ｎｏ 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

▶ジュニアリーダー会員募集！
　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。
対町内在住又は在学の中・高校生
費年会費500円（保険料など）
※各イベントで別途集金する場合も有。
申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24日(金)までに費用を添えて
申し込みください。総会の案内状を
送付します。
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）

▶合気道体験教室
日4月11日(土)、18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。
問養神館南桜井同好会松伏　長倉
☎090-3008-5438

　季節の花をフェン
スに吊りかけ、来園
者を楽しませます。
日4月11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。また、汚れても
よい服装でご参加ください。
申・問４月10日（金）までに電話で同
公園管理センター（☎991-1211）へ。

教育文化振興課
☎991-1873

情  報
ストリート

14 広報まつぶし　2020年3月　No.610

I N F O R M A T I O N



広
告

令和元年度国民年金保険料
の納め忘れはありませんか

　令和２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「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」
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

　納め忘れがあると、老後に受け取
る老齢基礎年金が少なくなったり、
ケガや病気で障がいをもった場合に
障害基礎年金等の給付が受けられな
くなる場合があります。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。令和元年度の保
険料は１か月16,410円です。また納
付書がない方や納付が難しい方は一
度ご相談ください。
問住民ほけん課　☎991-1870
ねんきん加入者ダイヤル
☎0570-003-004

　　お　知　ら　せ

＜町のお知らせ＞

【勤務地】町内学童クラブ
【勤務時間】8：00〜18：30（一日保育）、
12：30〜18：30（通常保育）のうち、契
約職員は５時間、嘱託職員は４時間
内放課後児童指導員　
契約職員…月給制、賞与年２回あり。
嘱託職員…時給930〜1,000円
（教員免許状等の資格の有無による）
※学生アルバイト同時募集（高校生
は除く）
申3月10日（火）までに履歴書を次の
宛先へ郵送又はご持参ください。

【宛先】〒343-0111松伏町大字松伏
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
問松伏町社会福祉協議会
☎991-2700

＜その他の募集＞
学童クラブ
契約及び嘱託職員募集

令和２年度国民健康保険
税の特別徴収開始通知書
を送付します

令和２年度介護保険料の特別
徴収開始通知書を送付します

　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、「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

▶特別障害者手当（いきいき福祉課）
　20歳以上で日常生活において常
時特別の介護を必要とする方
※本人又は扶養義務者に一定以上の
所得がある場合、支給停止
※継続して３か月を超えて病院など
に入院している方、施設入所者を除く
【支給額】月額27,200円(令和元年度)
上記の額を3か月分まとめて、5月、8
月、11月、2月に支給します。
▶障害児福祉手当
20歳未満で、日常生活において常時
介護を必要とする方
※本人又は扶養義務者に一定以上の
所得がある場合、支給停止
※障がいを支給事由とする年金を受
給している方、施設入所者を除く
【支給額】月額14,790円（令和元年度）
上記の額を3か月分まとめて、5月、8
月、11月、2月に支給します。
問いきいき福祉課　☎991-1877

福祉制度をご存じですか？

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。
問住民ほけん課　☎991-1868

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きさせ
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。
　令和元年９月に送付した「平成31
年度　介護保険料　特別徴収開始
通知書」に前半３回（令和２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
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春の全国火災予防運動
３月１日(日)～７日(土)

＜その他のお知らせ＞

　３月も空気が乾燥し、風の強い日
が多くあり、火災が発生しやすく
なっています。「ひとつずつ　いい
ね！で確認　火の用心」（2019年度
全国統一防火標語）を実行し、防火安
全対策を徹底しましょう。
住宅防火いのちを守る７つのポイント！
▶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
・ガスこんろ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
予防に、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�消防本部�予防課
☎048-982-3919

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

八潮市
▶第15回川の駅・中川やしお花桃まつり

吉川市
▶さくらまつり
日【桜ライトアップ】
3月30日(月)〜4月6日(月)
18:00〜21:00
※開花状況により期間変更あり。
✿4月5日のみ出店・イベント開催。
店舗出店（11:00〜16:00）
ステージイベント（13:00〜16:00）
写真撮影会（13:30〜16:00）
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、音楽演奏など。
問商工課　☎048-982-9697

草加市

三郷市

越谷市

▶第３２回草加さくら祭り
日3月22日（日）〜29日（日）
場葛西用水（稲荷地区）
内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。
問文化観光課　☎048-922-2403

▶三郷春まつり2020　
日4月11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
園内の桜とグルメを楽しめます。
問三郷中央にぎわい創出実行委員会
☎048-930-7746

　令和2年度より改定されます。
▶未登録の犬
１頭6,500円（注射料2,950円、注射
済票代550円、登録料3,000円）
▶登録済の犬
１頭3,500円（注射料、注射済票代）
※�集合注射の日程等は、
案内ハガキ(3月
発送予定)、広報4
月号をご覧くださ
い。
問環境経済課
☎991-1839

日３月21日(土)・22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（21日の
み・要予約）、花桃ウォーキング（22日
のみ・要予約）、大声コンテスト(22
日のみ）、手ぶらでバーベキュー（要
予約）、模擬店、地元農産物販売など
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

▶ 出羽チューリップコミュニティ
フェスタ2020

日４月５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

1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！

目標まであと少し!

問環境経済課　☎991-1839

(前月比　70.53g減)

①生ごみをキュッと絞る
②�地域の集団資源回収に
積極的に参加・協力し
ましょう。

1月分 510.78ｇ

目標 503.15ｇ

差分 7,63ｇ

やってみよう！

狂犬病集合注射の料金改定
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