


根根根根根根

　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
(18:00〜21：00　雨天中止)も楽しめます。
■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

古利根川桜まつり古利根川桜まつり古利根川桜まつり
３月２７日（金）～４月５日（日）
※桜の開花状況により変更する場合あり

「後藤純男展」～追想～

町制５０周年記念事業
松伏町名誉町民　日本画家
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■テ ー マ� 古利根川の桜
■応募資格 �令和2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13日（月）　
� ※役場本庁舎1階環境経済課で3月2日（月）から4月13日（月）まで、画用紙を配布
� します。応募される方は、窓口までお越しください。

■日時　3月28日（土）10:00〜12:00　※開会式は10時より
■場所　田中第二公園、松伏会館（雨天実施）
■内容　開会式、焼きそば・農産物の販売、花の無料配布

　1月22日（水）〜2月16日（日）に開催された町制50周年記念事業「後藤純男展」。
　松伏町名誉町民である後藤純男画伯の作品が27点展示され、町内外の多くの皆様に観覧いただく
機会となりました。今回展示された作品の中には、首相官邸に展示された作品が6点、院展などの受
賞歴のある作品が9点（首相官邸展示作品の一部を含む）展示されるなど、日本国内の名所�や自然風
景を描いた後藤画伯の荘厳な世界を身近に感じてもらえる大変貴重な展覧会となりました。また、
中央公民館1階に常設してある後藤純男ギャラリーの作品もすべて入れ替え、展覧会期間に限り、特
別展示を行いました。

①オープニングセレモニーテープカットの様子　②先行観覧に
て作品の説明を受けている様子　③④⑤一般観覧の様子

古利根川桜まつりオープニングイベント

小学生写生大会

桜を眺めながらお楽しみください

①

②

④

③

⑤
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問合せ 松伏町古利根川桜並木保存会（事務局 髙橋） ☎070-5074-0563

問合せ 企画財政課 総合政策担当 ☎991-1818
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職業体験参加対象　年長（新１年生）〜18歳
持ち物　マスク、体育館履きと靴を入れる袋、飲
食系ブースを希望する参加者はエプロン・三角
巾又は帽子（忘れた場合、貸出可）
※�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。

内容
タウンスクールで「ミニまつぶし」のまちのことを学んでから、受付で参加費を納め
て町民となり、職安（仕事を探す場所）に行って好きなブース（42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。詳細は、町ホームページをご覧ください。

タピオカやチーズハットグのブースが新登場！

いろいろなブースでたくさん働いて、パインをゲ

ットして、遊んだり、食事をしたり、楽しんでね！

ミニまつぶし2020

松 伏 町 制 5 0 周 年 事 業
子どもたちがつくる“ワクワクキッズタウン”

3月28日(土)　9：30〜16：00　雨天決行
入場の順番は、先着順ではありません。8：45〜9：15
に抽選を行います。8時前には並ばないでください。
ご理解ご協力をお願いします。

場所▶B&G海洋センター・中央公民館

ットして、遊んだり、食事をしたり、楽しんでね！

費用　１日300円で「200パイン・あそびタウンで使える一回券」と交換できます。　
※未就学児の方は300円で「大人用300パイン・あそびタウンで使える一回券×２枚」と交換できます。

協賛　株式会社菅野製麺所（ラーメンをご寄贈）、エスビースパイス工業株式会社
(カレールーをご寄贈)
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今年は28日のみ！

　「まつぶし出前講座」は、仲間が５人以上集れば申し込める無料の出張講座です。町民編では松伏町民が、役場編
では役場職員が先生として活躍しています。
　申込み方法は簡単！友達同士やサークル、自治会などでぜひご活用ください。
■申込み　申込書に希望する講座と日時を記入し、希望日の14日前までに教育文化振興課へ提出してください。
申込書は町内各公共施設で配布している「まつぶし出前講座」の冊子についています。
講師の派遣が決定次第、決定通知書を送付します。
※講座当日の会場の確保と準備をお願いします。

町民編「つまみ細工講座」
　一枚の小さな布を花びらにして、お花を作れます。
ブローチや髪留め、小物を作ります。※費用負担あり（材料代）

 「まつぶし出前講座」に新しい講座が加わりました！

AKB48 チーム8
埼玉県代表　髙橋彩音
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問合せ 教育文化振興課 社会教育担当 ☎991-1873

問合せ 教育文化振興課 社会教育担当 ☎991-1873
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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（赤岩農村センター屋外の水道（手洗い用）、駐車場を利用することができます。）
■募集区画数　5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　令和２年４月1日（水）〜令和3年3月31日（水）
※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、連続して５年を超えることはできません。
■使用料　年額6,000円（利用が1年に満たない場合は月割）

申請方法
利用申請は、原則毎月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。（複数区画ご希望の場
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、抽選を行います。
・��利用状況（空き区画など）は、担当
までお問い合わせください。

どなたでも気軽に野菜作りが楽しめます!

不燃ごみの処理は、次の①又は②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。

４月から利用希望する方は、3月2日（月）
から16日（月）までが受付期間です。

≪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。

引越しに伴う不燃ごみの等の処理について

町営農園「赤岩ふれあい農園」利用者募集！

◆粗大ごみの予約受付
中間処理場　☎992-0531　（松伏町築比地1303-1）
月〜金曜日、土・日曜日でごみ収集カレンダーの丸印が
付いた日　いずれも8：30〜16：00
※祝日も受け付けます。（丸印のついた日）

ごみの種類 費用
粗大ごみ 有料

ビン、金属、雑芥、ペットボトル、古紙・布 無料

※それぞれ分別し持参してください。

②�▶計画的に少しずつ処理
�　　�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をし、収集してもらう。（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参照してください。また、町ホームページから
もご確認いただけます。

　▶一括して処理
　　 環境経済課の窓口で申請し、家庭廃棄物処理許可証持参の上、中間処理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。
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問合せ 環境経済課 生活環境担当 ☎991-1839

問合せ 環境経済課 農政担当 ☎991-1853
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自治会は生命・幸せのネットワーク ～自治会へ加入しましょう～ 

◆自治会とは
　自治会は、一定の地域に暮らす一人ひとりの参加と協力によって、ごみ置き場の管理や排水路清掃、地
域清掃、防災、防犯、福祉などのさまざまな課題に取り組んでいる自主的な団体です。

◆自治会への加入は必要なの
　今後、単身世帯の増加や少子高齢化の進展により、地域における人と人との繋がりはますます重要で
す。特に災害時においては地域住民による助け合い（共助）は欠かせません。
　いざというときの人のつながりは、まさに「生命・幸せのネットワーク」となります。
　町では、住みよい豊かな地域を築くうえで、自治会による住民同士の連帯を重要と考えており、「幸せの
ネットワーク」となる自治会加入を推進しています。

◆自治会加入で負担が増えるのでは
　自治会への加入は、「役員の当番」「会費の負担」「行事の参加」などの負担も生じます。しかし、地域で長
く生活する中では「負担」ばかりでなく「地域に助けられる」こともあり、地域コミュニティの一員として
の連帯意識と「お互い様」の気持ちが必要です。

◆自治会に加入するには
　加入についての各種手続きは、自治会によってさまざまです。
　まずは、お住まいの地区の自治会長さんやご近所の方にお尋ねください。

　公共下水道が利用可能な区域（供用開始地
域）内にある敷地内のトイレ、浴室、台所、洗濯
等の排水は、下水道法の定めにより遅滞なく
公共下水道に接続しなければなりません。（下
水道法第10条第１項）公共下水道へ接続する
ことで、皆さんの住環境や河川等の水質の向
上につながりますので、早期に接続をお願い
します。

　老朽化により傾いたブロック塀や正しく施工されていないブロッ
ク塀は、地震時に倒壊して通行人に危害を及ぼす可能性があります。
　塀の安全性の確保は所有者の責任です。
　町では、昨年度、通学路及び緊急輸送道路沿道で一定規模以上のブ
ロック塀の所有者に対して安全対策について周知しました。ご自身
での点検や、必要に応じて専門業者に相談するなど適切な維持管理
を行いましょう。自己点検リーフレットは、町ホームページや窓口に
ありますのでご活用ください。

【宅内排水設備工事の進め方】
①町の指定を受けた指定工事店に見積もりを依頼
②見積内容を検討し、指定工事店と契約
③�町へ「排水設備等確認申請書」を提出（指定工事
店が代行）
④�工事完了後、町へ「使用開始届」を提出（指定工事
店が代行）
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問合せ 総務課 庶務防災担当 ☎991-1895

ブロック塀の安全対策について

公共下水道への接続のお願い

問合せ 新市街地整備課 開発建築担当 ☎991-1858

問合せ まちづくり整備課 下水道担当 ☎991-1844



　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。
▶取扱税目
・町県民税（法人を含む）
・固定資産税
・軽自動車税〔種別割〕
・国民健康保険税
※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。

町税のお支払いは、便利な口座振替がお勧め！
　各納期日ごとに指定された口座より引き落としま
すので、納め忘れがなくなり大変便利です。
▶口座振替できる税目
町県民税（普通徴収）／固定資産税／軽自動車税〔種
別割〕／国民健康保険税
※税目ごとに口座振替可能です。
※�町税以外の納付金についても口座振替できるもの
があります。詳しくは、受付窓口でご確認ください。

▶口座振替できる金融機関　
埼玉りそな銀行／武蔵野銀行／栃木銀行／城北信用金庫／
さいかつ農業協同組合／ゆうちょ銀行／みずほ銀行／三菱
ＵＦＪ銀行／三井住友銀行／りそな銀行／足利銀行／三井
住友信託銀行／埼玉縣信用金庫／足立成和信用金庫�
▶申請場所
上記の各金融機関（口座引き落としを希望する銀行など）
▶口座振替申込に必要な書類
・口座振替依頼書（税務課又は町内の各金融機関に備
えてあります）　・口座届出印　・預貯金通帳
・振替する税目の納税通知書
※納期限の前日までに、通帳の残高確認をお願いします
※口座振替は、現年度課税分のみとなります

　令和２年度の町税の納期限は、次のとおりです。納期限内に納付してくださるようお願いします。

問合せ 税務課 徴収担当 ☎ 991-1835

令和２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

令和３年３月まで大切に保管してください！

開設時間 休日　（9:00〜13:00）
※4月から13時までに変更となります。 夜間　（〜20:00）

2年　4月 26日（日）� 　　9（木）
5月 31日（日） 14日（木）

　　　6月 28日（日） 11日（木）
　　　7月 26日（日） 　9日（木）
　　　8月 30日（日） 　6日（木）
　　　9月 27日（日） 10日（木）
　　10月 25日（日） 　8日（木）
　　11月 29日（日） 12日（木）
　　12月 27日（日） 10日（木）
３年　1月 31日（日） 14日（木）
　　　2月 28日（日） 　4日（木）
　　　3月 28日（日） 11日（木）

納期
（納期限・
口座振替日）

町県民税 軽自動車税
〔種別割〕 固定資産税 国民健康保険税

2年5月
（6月��1日） 全期 1期

6月
（6月30日） 1期

7月
（7月31日） 2期 1期

8月
（8月31日） 2期 2期

9月
（9月30日） 3期

10月
（11月��2日） 3期 4期

11月
（11月30日） 5期

12月
（12月25日） 3期 6期

3年1月
（2月��1日） 4期 7期

2月
（3月��1日） 4期 8期

保存版
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講座名・講師 日時 その他

骨盤体操 講師：戸張　達規 3/20(金・祝)
10:15〜11:45

対未就園児の保護者　定10名
費無料

　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3/10(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

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

児童館ちびっ子らんど
松葉1-6-3　☎993-0202
開館時間/9:30〜17:00　　http://matubusijidoukan.com/
休館日/3月2日(月)、3日(火)

✿令和２年度　前期　乳幼児教室✿
子育て中のお父さんお母さん！色々な遊びを通して仲間づくりや情報交換をする楽しい教室です。
【のびのびクラス・２歳児】 対象　平成29年4月2日から9月30日までに生まれた方
� �日程　4/14・28、5/12・26、6/9・23、7/14（全７回）
【わくわくクラス・１歳児】 対象　平成30年4月2日から9月30日までに生まれた方
� �日程　4/15・29、5/13・27、6/10・24、7/8（全７回）�
【すくすくクラス・０歳児】 対象　平成31年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた方
� �日程　4/16・30、5/14・28、6/11・25、7/9（全７回）
※日程は都合により変更する場合があります。
◎時 間� 各クラス　10:30〜11:30　定 �各クラス　保護者付添いの乳幼児15名(申込み順）
費300円（全7回分）申町内の方は3/8(日)から3/31(火)、町外の方は3/15(日)から3/31(火)まで、9時30
分から事務室にて受付　※電話での申込みは受け付けていません。

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。

講座名・講師 日時 その他
赤ちゃんからのお口育て講座
 講師：湊　真理子 3/�3(火)10：30〜11：30

対未就園児の保護者　定10名
費無料

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

イベント名 日時 その他

✿スプリングフェスティバル✿
越谷ママブラス『ぴよこばと隊』による演奏会♪

3/21(土）
14：00〜

内ママさんブランスバンドによる楽しい演奏会
を行います。　費無料

✿新一年生かんげい会✿
ようこそちびっ子らんどへ♪

4/2(木)
14：00〜15：00

内ゲーム・児童館のやくそく
対・定新小学1年生　20名(申込み順)
申3/7(土)9：30〜（電話申込み可）

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

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】 3/4(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 3/4(水)、6(金)
15:00〜16:00 対親子でどなたでも

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】3/��5(木)� 9:30〜11:00 対親子でどなたでも
コーナー活動に参加して一緒に楽しみま
しょう【要予約】 3/11(水)� 9:30〜11:00 対2歳児以上の親子

手遊びや大型絵本を楽しみましょう
【要予約】 3/13(金)� 9:30〜11:00 対0歳〜2歳児の親子

認定こども園
みどりの丘
こども園

申・問

☎991-2277

ひなまつりパーティーをしよう！！
【要予約】 3/��2(月)� 10:00〜11:50 対未就園児親子　定10組

園庭開放 3/11(水)� 10:00〜11:50 対未就園児親子

ホットケーキを作ろう！！ 3/16(月)� 10:00〜11:50 対未就園児親子　定10組

考
かんが

えて！　子どもの人
じん

権
けん

ニュースでは、子どもが辛
つら

い思
おも

いをしている
虐
ぎゃく

待
たい

・いじめについて伝
つた

えています。

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。

大
おと

人
な

のみなさん・・・子
こ

どもの人
じん

権
けん

について考
かんが

えましょう。人
じん

権
けん

は子
こ

どもも大
おと

人
な

も平
びょう

等
どう

です。

子
こ

どものみなさん・・・
　親
おや

や友
とも

達
だち

が自
じ

分
ぶん

に嫌
いや

なことをしたときは、勇
ゆう

気
き

を出
だ

して誰
だれ

かに相
そう

談
だん

してくださいね。
電
でん

話
わ

でも優
やさ

しい人
ひと

が話
はなし

を聞
き

いてくれますよ。
平
へい

日
じつ

8:30〜17:15　通
つう

話
わ

無
む

料
りょう

『子どもの人
じん

権
けん

110番
ばん

』（法務局）�…………… 0120-007-010
『さいたまチャイルドライン』……………… 0120-99-7777

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

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】
※誕生会後は、ひな祭り集会を行います

3/2(月)9:30〜9:50
9:50〜ひな祭り集会 対1歳〜5歳児親子
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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
4日（水）

(令和元年5月生)
�18日（水）

(平成30年7月生)
11日（水）

(平成28年11月生)
17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　　 ☎ 992−3170・4323

相談名 日時 内容 問合せ
こころの相談
要予約

3/16(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

3/� 4(水)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/� 4(水)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

予防接種 対　　象　　者 接　種　期　間

高齢者肺炎球菌
今まで接種したことがない次の方
①大正13、昭和4・9・14・19・24・29年の４月2日〜翌年4
月1日生、②大正9年4月1日以前生

令和2年3月31日まで

麻しん風しん
(MR)混合 第2期 平成25年4月2日生〜平成26年4月1日生 令和2年3月31日まで

二種混合
(ジフテリア･破傷風) 第2期 平成19年4月2日生〜平成20年4月1日生 13歳の誕生日前日まで

問合せ　保健センター　☎992-3170

３月の
『気軽にノルディックウォーキング』

がん検診の精密検査は受けましたか

2020年4月から1日の食塩の目標量が変わります
～食事摂取基準（2020年版）より～

予防接種の受け忘れはありませんか
　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。

日３月10日（火）　9:30〜11:00
場まつぶし緑の丘公園レクチャーホール
費無料（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。）
定50名（各回ごとの申込み順）
申参加者は保健センターにて参加登録が必要です。

　6月からは、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、健診の結果を
放置せず、早めに精密検査を受けてください。

　埼玉県県民栄養調査でも約８割の方が「食塩」
をとりすぎているというデータがあります。食
塩を多く含む食事は、血圧を上げ、脳血管疾患の
原因になります。具沢山味噌汁にする、加工食品
（ハム・ソーセージ・干物等）を控えるなどに心が
け、健康な食習慣を身につけましょう。

変更後の目標量
男性 8ｇ未満 → 7.5ｇ未満
女性 7ｇ未満 → 6.5ｇ未満
高血圧の方 6ｇ未満（変更なし）
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