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松川町役場　松川町元大島3823
　　　   ☎ 0265-36-3111（代表）
　　　FAX 0265-36-5091
まつかわカレンダー発行
　まちづくり政策課　☎36-7014
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松川町ホームページ

古 町
上新井
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古新聞 上大島
上片桐
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古新聞上大島
上片桐
 生 田

古雑誌上大島
上片桐
 生 田

上大島
上片桐
 生 田

古 町
上新井
名 子

古 町
上新井
名 子

金物全地区

全地区

古 町
上新井
名 子

古雑誌

古 町
上新井
名 子

ダンボール

ダンボール上大島
上片桐
 生 田

ガラスビン・ペットボトル
粗大ごみ・小型家電

全地区
埋立ごみ

YOU

YOU

YOU

YOU

YOU

YOU

YOU

YOU

夜間窓口
 19:00まで

くらしの相談会
9:00～ 12:00
えみりあ

福祉医療費支給日
児童手当支給日

土曜窓口
　正午まで

よみまいカー運行日

よみまいカー運行日

夜間窓口
 19:00まで

肺がん検診：10月6日（水）・7日(木)

資料館休館日
図書館休館日

資料館休館日
図書館休館日

清流苑休館日

清流苑休館日

資料館休館日
図書館休館日

土曜窓口
　正午まで

外ごはんくらぶ
ラーメン作り
10:00～ 
旧松川東小学校教員宿舎

保育園説明会
10:00～ 大島保育園

収入保険制度説明会
19：00～20：00
交流センターみらい

町有林茸山鑑札制度
（生田地区の町有林）
9月1日～11月14日

いちごサロン
10:15～ 12:15
ぷらっと

森であそぼう 森カフェ
10:00～ およりての森

YOU …チャンネル・ユー ニュース更新日

コスタリカ
オンラインツアー
12:00～ えみりあ

図書館おたのしみ会
（申込制）
10:30～ えみりあ

ノンタンの会
10:30～ えみりあ

上下水道料金口座振替日

外ごはんくらぶ
田んぼの楽校
10:00～ 市場の田んぼ

総合健診：10月20（水）～22日(金)

町税等口座振替日

＊掲載したイベントや事業は、新型コロナウイルスの感染状況により、延期または中止する場合があります。

結婚相談
15:00～ 18:00
社会福祉センター

上下水道料金納期限（9月分）町税等口座振替日（9月分）

森のこどもえん
10:00～ 旧松川青年の家 

ハッピー☆ハロウィン
10:00～ おひさま

ちゃりんこゴーゴー探検隊
13:00～ えみりあ

保育園開放日およりての森 自然観察会
8:30～ およりての森

12カ月児相談
10カ月児相談

7カ月児相談
4カ月児健診

ノンタンの会
10:30～ えみりあ

7カ月児相談
4カ月児健診

特設人権相談所
9：00～12：00
えみりあ

こんにちは絵本11カ月
10:30～ えみりあ

ドレミファコンサート
10:00～ おひさま

活き生きウォーキング
7:00～ むらやま公園

若武者マルシェ
10:00～ 清流苑 
屋内スポーツ施設前広場

清流苑休館日

清流苑休館日

資料館休館日
図書館休館日

資料館休館日
図書館休館日

夜間窓口
 19:00まで

清流苑休館日

町税等納期限（9月分）
上下水道料金口座振替日（9月分）

よみまいカー運行日保育園説明会
10:00～ 名子中央保育園

保育園説明会
10:00～ 上片桐保育園

保育園説明会
10:00～ 双葉保育園

保育園説明会
10:00～ 福与保育園
19:00～ 役場 大会議室

まつかわ読書旬間
10月23日～10月31日

○10月の町税諸費等：町県民税・国保税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育料・児童館利用料（口座振替：29日）上下水道料（口座振替：27日）
○燃やすごみの排出日：日・火・木曜日（生東地区は日・木曜日）　○次回の新聞折り込み予定日：10月24日（日）



掲載希望の方へ ●11月版に掲載したい情報は 10月10日までに  メール（seisaku@town.matsukawa.lg.jp）または FAX（36-5091）にてお願いします。

広報 松川町

まつかわら版まつかわら版 月
10

公民館の催し

町からのおしらせ

イベント情報

 申込み・問合せ：松川町中央公民館
　    ☎ 36-2622 / FAX 36-6620

問合せ：生涯学習課 文教施設係
 ☎ 34-0733 / FAX 34-0744あそびの楽校まつかわ

17日（日）ちゃりんこゴーゴー探検隊
20日（水）森のこどもえん　フォレストパーク
23日（土）外ごはんくらぶ　田んぼの楽校　～新米おにぎりと森あそび～
24日（日）外ごはんくらぶ　ラーメン作り　～鹿のチャーシューが食べたい～
31日（日）森であそぼう　森カフェ

10月

　　　　　　FAX：34-0744　メール：syougaku@town.matsukawa.lg.jp
申込み方法：プログラム３日前までに「えみりあ」で直接か、FAX・メールで申込み

申込み必要事項
　参加者氏名、保護者氏名（参加有無）、性別、学校名・学年または園名・年齢、住所、
　電話番号、参加プログラム名・参加希望日、特記事項（アレルギーなど）

問合せ：㈱チャンネル・ユー
　　　  ☎36-215212ch番組案内YOU

　○生中継！中央小学校運動会　2日（土）8：00～（予定）
　　中央小学校運動会を昨年に引き続き生中継でお送りします！
　○北小学校運動会　3日（日）18：00～
　　北小学校運動会の全種目を放送します！
　　＊北小学校運動会は録画放送です。
　○松川中学校の行事を特集番組でお送りします！
　　生徒達の取り組みをご覧ください。
　　・スポーツフェスティバル　6日（水）18：00～
　　・松風祭　13日（水）18：00～
　　・松風祭音楽会　20日（水）18：00～
＊詳しい日程についてはテレビで見られる番組表EPGでご確認ください。

チャンネル・ユー
Instagram

～国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ～

活き生きウォーキング

＊主治医のいる方はあらかじめ許可をとって参加してください。
＊マスク持参と当日お出かけ前の体調管理と検温にご協力をお願いします。

7：00～8：0010/17 日 集合時間：6：45　　　

集合場所：むらやま公園 駐車場　　内容：インターバル速歩　
持ち物等：ボールペン、運動ができる服装、運動靴、タオル、
　　　　　飲み物、マスク
　　　　　

雨天：中止

やります！若武者マルシェ！
10：00～15：0010/9 土

若武者
設立20周年
記念マルシェ若武者出店　会員による旬の農産物、加工品の直接販売

　　　　　　会員による子ども向け露店（わたがし・ヨーヨー釣り）
地元出店者　・さんさんファーム（自家製黒豚ソーセージ）
　　　　　　・南信州シードル生産者（シードル・ジュース）
　　　　　　・粋な居酒屋 よかよか（焼き鳥・焼き魚）
　　　　　　・からあげビリー（肉汁たっぷりからあげ）
　　　　　　・Boulangerie みかづき（こだわり素材のパン）
　　　　　　・小恋路（旬のフルーツタルト）
　　　　　　・千人塚バーガー（手作りバンズのハンバーガー）
　＊来場される際は新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。

清流苑 屋内スポーツ施設前広場

国民年金保険料の追納をおすすめします

　人権に関することでお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
相談は無料で、秘密は厳守されます。

　免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した
ときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を補う
ために、10年以内であれば、後から保険料を納めることができます。申し込み
方法や申請書は、飯田年金事務所または役場にもご用意してありますのでお気軽
にお問合せください。

　渋滞緩和のため、一方通行とさせていただきます。ご理解ご協力をお願いします。

収集場所：樫原旧一般廃棄物最終処分場
　　　　　・入口→上片桐方面から（左折）・出口→大島方面へ（左折）
問合せ：住民税務課 環境係　☎36-7046

粗大ごみ・小型家電 収集
9：00～11：00　　一方通行にご協力ください！10/17 日

9：00～12：00　　　　　　　　　相談無料10/6 水

日　程　10月6日（水）9：00～12：00　
場　所　えみりあ
問合せ　飯田人権擁護委員協議会事務局
　　　　（法務局飯田支局内）　　☎0265-22-0045
　　　　長野地方法務局飯田支局　☎0265-22-0014

特設人権相談所の開設について

　受付時間・持ち物等は事前に送付される通知に記載してありますので、
ご確認ください。通知が届かない方、新たに申し込みを希望される方は
保健予防係までご連絡ください。

＊新型コロナウイルス感染症の状況により、中止になる可能性もあります。

総合健診・肺がん検診のお知らせ

○総合健診　
　20日（水）9：00～11：00　13：00～15：30　町民体育館
　21日（木）8：30～11：00　13：00～16：00　えみりあ2F
　22日（金）8：30～11：00　13：00～15：30　えみりあ2F
○肺がん検診　　6日（水）・7日（木）　町民体育館

問合せ：保健福祉課　保健予防係　☎36-7034

問合せ：住民税務課　住民係　☎36-7024
　　　　飯田年金事務所　☎0265-22-3641

問合せ：松川町みらい若武者事務局　☎34-7066

定　員：15組（町内在住の0～3歳児の親子）
申込み期間：9月29日（水）～10月6日（水）
場　所・問合せ：子育て支援センターおひさま　☎37-3303

ドレミファコンサート
　ミュージックボックス フィガロの皆さんによる素敵な演奏を聞きながら音楽の
秋を楽しみましょう。

10：00～11：00 「楽しい集い」

10/29 金

定　員：15組（町内在住の0～3歳児の親子）
申込み期間：10月15日（金）～22日（金）
場　所・問合せ：子育て支援センターおひさま　☎37-3303

ハッピー☆ハロウィン
トリックオアトリート☆みんなでハロウィンを楽しみましょう！

10：00～11：00 「楽しい集い」

10/7 木

　コスタリカで日本語を学ぶ人々が、現地の日常生活を紹介します。オンライン
でコスタリカとつながるので、リアルタイムでの会話、交流をお楽しみください♪

テーマ：植物とエコツーリズム
場所：えみりあ（定員20人）または オンライン（Zoom）（定員20人）
申込み締切：10月6日（水）
＊オンライン参加をされる方は、申込み時に メールアドレスもお伝えください。

コスタリカ・オンラインツアー第4弾
12：00～13：0010/9 土 参加無料・要申込み
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