
人権それはそれははは愛♥

鈴木�勝

　昨今、「ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジー・ズ）」という
言葉をよく耳にするが、皆さんはその意味をご存じで
しょうか。それは、「持続可能な社会を目指す」とい
う意味である。
　高度経済成長の時代には、地球をグローバルな視
点で捉えられる人材が必要とされたが、そのグロー
バルな視点とは、我が国にない資源をどこか他の国
から輸入することこそが、我が国の成長・発展に欠か
せないものとされていた。

　しかし、現在のグローバルな視点においては、安
価な労働力を求めることのみでは、地球上に存在す
る企業として許されない。すべての国が安定的に持
続可能に発展することが求められているのである。
　アフガニスタンで活動していた中村哲医師は、
同国で豊かな国土を計画したが、銃撃を受け、道
半ばで涙を飲んだ。
　また、スウェーデンのグレタさん（当時15歳）
は、ＣＯ２削減を訴える運動を１人で始め、今や世
界中に広がっている。
　私たち一人ひとりが他人ごととして捉えるので
はなく、持続可能な地球を取り戻すためには何を
すべきなのかを、今、真剣に考えねばならないの
である。

　ＳＤＧｓ
～ 持続可能な社会を目指して ～

町長コラム

  よくある相談事例  
　裁判所からとみられる「特別送達」と書かれた手紙が郵便受けに届いていた。何かわからない未納があって、
それにより裁判所から「訴状？」が届いたらしい。どうしたらよいか。
  消費生活センターからのアドバイス 
・�「特別送達」は郵便配達担当者の直接手渡しが原則で
す。このケースのように郵便受けに放置する場合は、
裁判所を騙った詐欺だと思われます。記載されている
電話番号には決して連絡をしないでください。
・�「特別送達」とは、裁判所から送られてくる呼出状や支
払督促などの通知で、郵便配達担当者が手渡しをし、受
領した人の署名や押印を求めます。
・�もし本物の「特別送達」である場合は、身に覚えがなく
とも放置してはいけません。「異議申し立て」や「答弁

　ハンセン病元患者の家族に対し、１人当たり最大
180万円の補償金を支給するハンセン病家族補償法
が、令和元年11月に成立しました。法律では、国の責
任を明確にするために、前文に、「国会及び政府は、深
くおわびするとともに、ハンセン病元患者家族等に
対するいわれのない偏見と差別を国民と共に根絶
する決意を新たにするものである。」などと記してい
ます。また、ハンセン病をめぐる差別の解消に向けた
啓発を行うため、名誉回復の対象に「家族」を加える
改正ハンセン病問題基本法も成立しました。
　ハンセン病は、感染力が弱く遺伝することもあり
ません。また、早期発見と適切な治療により確実に治
すことができます。ハンセン病患者は、治療中でも治

療終了後も社会で共に働き、学び、いっしょに過ごす
ことができます。
　しかし、かつて患者を強制的に療養所へ隔離する
政策がとられていたことなどから、人々の間に怖い
病気として定着してしまい、患者はもとよりその家
族も結婚や就職を拒まれるなど、強い偏見や差別を
受けてしまいました。今なお、社会における偏見や差
別は解消されておらず、そのために療養所の外で暮
らすことに不安があり、安心して退所できないとい
う入所者もいます。
　ハンセン病について一人ひとりが正しい知識と
認識を持ち、偏見や差別をなくし、患者や元患者の
方々を温かく迎え入れる社会を実現しましょう。

書」を提出しないと欠席裁判となり、相手方の主張が
認められてしまいます。
・��偽物か本物かを見極めるには、記載された連絡先で
はなく、裁判所ホームページ（http://www.courts.
go.jp/）に記載されている管轄区域の裁判所（松伏町は
さいたま地方家庭裁判所越谷支部）に確認しましょう。
※�裁判所を騙った架空請求かどうかわからない場合や
不安に思うことがあれば消費生活センターにご相談
ください。
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郵便受けに裁判所から「特別送達」？が届いた。
どういうこと？

ハンセン病家族補償法が成立しました
～偏見や差別のない社会を目指して～
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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
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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
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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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3/1（日） 宮里こどもクリニック 小・内・皮 991-5010

　8（日） 岡村クリニック 内 991-7203

15（日） ふれあい橋クリニック 脳外・内 991-1300

20（金） 埼玉あすか松伏病院 内・外 992-0411

22（日） 埼玉筑波病院 内・外 992-3151

29（日） 津田医院 内 993-3111

電話でご確認の上、受診してください。

受付時間 9:00〜12:00

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。

3/4（水） 宮里こどもクリニック 991-5010
　5（木）

津田医院 993-3111
10（火）
25（水） 埼玉筑波病院 992-3151
27（金）

宮里こどもクリニック 991-5010
4/1（水）
　2（木） 津田医院 993-3111

※�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。

休

無

小医 外 療当

相

時日

料

児番

談

間 診 (初期救急)

※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 3/9(月)、4/7(火)
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

3/17(火)、27(金)
いずれも13:20〜15:50
※5(木)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 3/17(火)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

令和2年度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

3/2(月)、16(月)、30(月)
いずれも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)

3/4(水)、11(水)、14(土)、
18(水)、25(水)、28(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 3/23(月)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 3/4(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

3/25(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
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■日時/5月17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�アンドリュー・コウジ・テイラー（ヴァイオリン）
■曲目/�ヴィヴァルディ：『四季』全曲　
� 「ラヴェンダーの咲く庭で」　他
■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14日（土）、
一般の方：3月19日（木）
※発売初日は、どちらも【窓口販売】9:00〜【電話予約】10:00〜

■日時/3月8日(日)14:00開演(13:30開場)
■出演/笑福亭鶴光、柳家三三　ほか
■費用/大人2,000円、高校生以下1,000円【全席指定】
※�未就学児の入場はご遠慮ください。
※チケット好評発売中！

　松伏町スポーツ推進委員は、住民のスポーツについ
ての理解を深め、スポーツの推進を図るため、町などの
スポーツ行事や事業に参加、協力しています。現在15
名で楽しく、健康的に活動しています。
　主な活動としては毎月行っ
ている「気楽に遊び体」のほか
「スポーツ教室」「湯沢ウォー
キング」などを実施し、住民に
スポーツや運動の場を提供し
ています。

町のスポーツ振興のため、一緒に委員として活動しま
せんか。ぜひ応募ください。
▶対象　町内在住、在勤で、スポーツに関する深い関心
と理解があり、職務を行うのに必要な熱意と能力をお
持ちの方
▶職務　地域でのスポーツ指導者、行政とのパイプ役。
主な活動は、体力測定、ウォーキング、ロードレース大
会への協力のほか、月１回の定例会、気楽に遊び体など。
▶募集人数　1名
▶任期　令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
▶報酬　年額28,100円

いちごの先端は、一番甘みが強い
ので、ヘタ側から食べると酸味と
甘みがマッチして、最後までおい
しく食べられるよ♪

町内の２か所でいちご狩りができます。
詳しい内容については、各所にお問い合わせください。

▶あぐりスタジアム
松伏町大川戸１７４２−１
☎080-3583-1633
http://agristadium.com/

▶コロコロいちごファーム
松伏町築比地２１３４
☎090-4424-9699
https://crcr-farm.com/

▲気楽に遊び体

■日時/�4月3日（金）11：00開演
� （10：45開場、11:30終演予定）
■内容/�プロの音楽家によるミニコンサート

（ヴァイオリン・チェロ・ピアノ）
■対象/どなたでも（未就学児の入場可）
■費用/無料

【その他】公演時間は約30分（予定）。入場多数の
場合、立ち見となることがあります。

いちご狩り!
松伏町で

いちご狩り!
AKB48 チーム8
埼玉県代表　髙橋彩音

「松伏町制50周年事業」「田園ホール・エローラ開館30周年事業」

ふるさと寄席「笑福亭鶴光・柳家三三　二人会」
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.17

エローラ音楽鑑賞会
「桜コンサート・イン・ホワイエ」

問合せ 田園ホール・エローラ(中央公民館） ☎992－1001・1321

問合せ 環境経済課�☎991-1853�問合せ B&G海洋センター ☎992-1291

松伏町スポーツ
推進委員

今月の
表紙
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松伏町表彰条
例表彰式

松伏町まち・ひと・しごと
創生総合戦略第４回審議会

Ｓ-ＧＡＰ実践
農場評価書交付式

松伏町制50周年事業
ROAD TO MASTERS
石川遼　写真展2020

東埼玉道路の現場見学会

ニューイヤー
パーティ2020

子どもかるた大会

【功労表彰】増田信夫(情報公開・個人情報保護審査会委員)、
吉村総一、種村恒久（コンプライアンス委員会委員）、
荒木豊（国民健康保険運営協議会委員）、山崎正義（農業委員会委員）、
山﨑義矩(学校医)、横川好富(町史編さん委員)

【善行表彰】株式会社　丸和運輸機関（文化と芸術発展への寄付）

　２月17日、これまでの審議内
容を踏まえ、第２期松伏町まち・
ひと・しごと創生総合戦略に関
して、審議会の小島会長から鈴
木町長へ答申が行われました。

　町内農業者の石川裕
典さんが、埼玉県から
より良い農業を実践し
ているＳ-ＧＡＰ実践
農場として評価され、
令和2年1月29日評価
書が交付されました。

　2月1日、2日にまつ
ぶし緑の丘公園で開催
し、昨シーズンの華々
しい活躍を見せた石川
選手の一年を振り返る
写真展となりました。

　1月24日、金杉小学校の3・4
年生が、東埼玉道路の工事現場
（大川戸地区）を見学し、高所作
業車に乗るなどしました。

　1月29日、町
の発展にご尽力
いただいた方々
に対し、町の表
彰条例に基づく
表彰が行われま
した。(敬称略)

　1月18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、オーストリア訪問
団派遣事業報告や日本
語ひろばの活動報告な
どが行われました。

　1月18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」が開催され、上位５
人の児童が３月の県大会に出場します。
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休日証明書等交付窓口
3月8日（日）、22日（日）いずれも9:00〜13:00　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（3月8日（日）
のみ受取り可。要電話予約）　問合せ/住民ほけん課　☎991-1866

人口と世帯（2月1日現在） 人口/2万9,138人（前月比27人減）　男/1万4,731人　女/1万4,407人　世帯/1万2,040世帯

1月の災害など 火災/1件（1件）　救急/92件（92件）
交通事故/47件（47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29日(日)�9:00〜16:00
夜間 �3月12日(木)�〜20:00
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〔種別割〕・国民健康保険税が納付できます

納期限は､３月３１日（火）です。
納期限内に納付しましょう!
・保育料3月分

〒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：8:30～17:15(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）。




