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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

広報 松川町

まつかわカレンダーまつかわカレンダー 月

令和３年

1
日 月 火 水 木 金 土

松川町ホームページ
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年始最初の
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YOU

YOU

YOU

YOU

結婚相談
15:00～ 社会福祉センター

夜間窓口
 19:00まで

くらしの相談会
9:00～ えみりあ

社会教育施設受付

松川町消防団出初式

福祉医療費支給日

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

資料館休館日
図書館休館日

資料館休館日
図書館休館日

資料館休館日
図書館休館日

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

松川外あそびクラブ
「動物に親しむ一日」
9:00～ 旧松川青年の家

いちごサロン
10:15～ 12:15
ぷらっと

森のこどもえん
10:00～ 旧松川青年の家

YOU …チャンネル・ユー ニュース更新日

図書館おたのしみ会
わりばしひこうき作り（申込制）
10:00～ えみりあ

ノンタンの会
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

上下水道料金納期限

司法書士による
全国一斉生活保護相談会
10:00～ 16:00
☎0120-052-088

女性のための就業相談
（予約制）
10:00～ えみりあ

女性団体連絡会主催学習会
「コロナウイルスと共に生きる
　ーワクチンへの期待ー」
14:00～ えみりあ

男と女いきいき講座
「あきらめない心」
13:30～ えみりあ

劇場版「いただきます」
上映会
14:30～ えみりあ

町税等口座振替日

し尿汲み取り休業
北部衛生

（12/29～1/5）
年末受付：12/27まで

年始受付：1/4から

し尿汲み取り休業
南信サービス

（12/31～1/3）
年末受付：12/28まで

年始受付：1/4から

清流苑休館
（12/29～1/1）

役場閉庁
公民館・資料館・図書館閉館
フルーツバス全便運休

（12/29～1/3）

稲葉クリーンセンター休業
（12/31～1/3）

＊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。

○1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：1月24日（日）



掲載希望の方へ ●2月版に掲載したい情報は 1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
1 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
　　　　☎36-2622あそびの楽校まつかわ

20日（水）森のこどもえん　冬を探しに行こう
24日（日）松川外あそびクラブ　動物に親しむ一日

1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」にて直接か、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

○おすすめ番組
　1月1日～6日まで、お正月特別編成！
　　　＊松川吹奏楽団プレゼンツ 音楽仲間とたのしいコンサート
　　　＊長野・新潟・富山のケーブルテレビ局が参加する
　　　　「お国自慢大新年会2021」には、チャンネル・ユーも出演します。
　　　＊2020年に放送した番組も盛りだくさんお送りします。
　まつかわなんでも情報「知っとる？」　6日（水）20：00～ 
　　　＊知っているようで知らない、さまざまな情報をお伝えしてきた
　　　　「知っとる？」は、1月の放送で100回目となります。
　　　　これまでの放送を、チャンネル・ユースタッフと振り返ります。

1/15 金

講　師：飯田保健福祉事務所 所長　松岡 裕之 氏
場　所：えみりあホール　　　　
定　員：50人　　　　　　　　募集対象：松川町内在住の方
申込み締切：1月12日（火）　
主　催：松川町女性団体連絡会

14：00～　私達のための町づくり学習会

コロナウイルスと共に生きる
ーワクチンへの期待ー

1/30 土

講　師：伊藤 真波 氏（元パラリンピック水泳日本代表）
場　所：えみりあホール
定　員：50人　　　　　　  　申込み締切：1月27日（水）
主　催：男女共同参画プラン推進委員・松川町女性団体連絡会・中央公民館

　元パラリンピック水泳日本代表の伊藤真波さんをお迎えし、講演していただき
ます。また、バイオリン演奏もしてくたださいます。入場は無料です。

13：30～　男と女いきいき講座
ひと　  ひと

あきらめない心
～前向きに生きることで必ず道は開ける～

＊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。ご了承ください。

＊入場無料

新型コロナウイルス感染症対策

　○感染防止の３つの基本を徹底しましょう。
　　・身体的距離の確保・マスクの着用（人ごみの中、会話の際）・手洗い

　○「３つの密」（密閉、密集、密接）を回避しましょう。

　○毎日の健康チェックを欠かさずに行いましょう。
　　・風邪症状がある時は、外出を避けましょう。
　　・症状が長引くときや息苦しさや高熱などの強い症状があるときは、
　　　かかりつけ医や保健所に相談しましょう。

・現在の住所は特に制限はありませんが、管理人に決定後は、公民館内管理人室
　への常駐（居住）を原則とします。（水道光熱費は区で負担、家賃不要です）
・入居は、お一人でも、ご夫婦・ご家族同居でも、かまいません。
・年齢は、おおむね65歳までとします。（要応談）
・管理人としての業務内容は、面接時に説明します。
・管理人手当は、月額5万6000円です。
・任期は定めません。（準備ができた時点からの就任）
　原則、本人（あるいはご家族）から辞任の申し入れがあるまでを雇用期間とします。

問合せ：上大島地区公民館（代表：関）　☎090-5538-8837

上大島地区公民館 管理人　募集中
　上大島地区公民館に常駐していただく管理人を募集しています。条件の概要は
以下をご覧ください。詳細については、お問合せください。

全国一斉生活保護相談会
10：00～16：001/24 日

～あなたの生活は大丈夫？
　　　　　　　我慢しないで～

司法書士による
生活保護に関する無料電話相談会

相談無料
秘密厳守

　「生活保護を受けるのに財産を手放す必要がありますか？」「借金を抱えたまま
生活保護を受けられますか？」など、生活保護に関するお悩みをご相談ください。

相談電話番号：0120-052-088（当日のみの専用番号）
問合せ：長野県司法書士会　☎026-232-7492

1/16 土

場　所：えみりあホール　　　　　参加費：大人 500円　子ども 無料
主　催・問合せ：地域で味噌づくりを楽しむ会　☎090-7170-7540
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表：佐々木）

劇場版「いただきます」～みそをつくるこどもたち～
　よく食べ、よく遊ぶ、元気な子どもに育てたい。子育てのヒント満載のエンター
テイメントです。ぜひ、お子さんと一緒に、お友だちを誘って、ご来場ください。

14：30～16：30 上映会を行います！

＊令和2年度まつかわ町民提案型まちづくり事業

土曜窓口で「マイナンバーカードの申請」を
　　　　　　　　　　　　受け付けています

　土曜窓口では、証明書発行のほかに「マイナンバーカード
の申請受付」を行っています。
　カードを取得したい方は、本人確認書類（運転免許証）と
通知カードをお持ちになって窓口でお申し出ください。
その場で顔写真の撮影をし、オンライン申請します。

問合せ：住民税務課 住民係　☎36-7024

募集期間：1月4日（月）～2月1日（月）＊県全域重点テーマは3月1日(月)まで
問合せ：南信州地域振興局 リニア活用・企画振興課　☎53-0401
　　　　まちづくり政策課 まちづくり推進係　☎36-7014

　県では「地域発 元気づくり支援金」として、市町村や公共的活動を行うNPO法人
などの団体が実施する“地域の元気を生み出すモデル的で発展性のある事業”に対し、
支援します。詳しくは、お問合せください。

令和3年度 地域発 元気づくり支援金事業 募集！

社会教育施設 1月受付
1月4日（月）　抽選申込み
　・中央公民館・町民体育館・名子原体育館・福与体育館・テニスコート
　・各グラウンド・中央小学校体育館・北小学校体育館・中学校体育館

＊申込み不要
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