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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２年

9
日 月 火 水 木 金 土

松川町ホームページ
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粗大ごみ・小型家電
全地区

9:00～11:00

YOU
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YOU

YOU

YOU

YOU

YOUYOU

YOU

YOU

YOU

YOU

議会 本会議(一般質問)
9:30～ 議場

結婚相談
15:00～ 社会福祉センター

夜間窓口
 19:00まで

夜間窓口
 19:00まで

くらしの相談会
9:00～ えみりあ

福祉医療費支給日

松川町防災訓練

土曜窓口
　正午まで

社会文教常任委員会
9:30～ 役場 会議室

よみまいカー運行日

よみまいカー運行日

総務産業建設常任委員会
9:30～ 役場 会議室

夜間窓口
 19:00まで

議会 本会議
(開会・総括質疑)
9:30～ 議場

議会 本会議(再開)
15:00～ 議場

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

資料館休館日
図書館休館日
清流苑休館日

資料館休館日
図書館休館日

清流苑休館日

清流苑休館日
高齢者クラブ主催講演会
「宮ヶ瀬物語2」
9:30～ えみりあ

土曜窓口
　正午まで

松川外あそびクラブ
「一本の木であそぶ」
9:00～ 旧松川青年の家

活き生きウォーキング
7:00～ 台城公園駐車場

おひさま企画（申込制）
「その時、あわてないために」
10:00～ おひさま

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

2020国勢調査
      基準日

資料館企画展 最終日
「寄贈民具・岩石展」

図書館おたのしみ会
10:30～ 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

町税等口座振替日・納期限

上下水道料金口座振替日

上下水道料金納期限(8月分)

学生等応援仕送り事業
申込み期限

お店応援プレミア商品券
購入期限

町税等口座振替日・納期限
上下水道料金納期限(9月分)

あそびの楽校まつかわ
キャンプシリーズ

あそびの楽校まつかわ
キャンプシリーズ

司法書士による
養育費無料電話相談
10:00～ 16:00
☎0120-567-301

女性のための就業相談
（予約制）
10:00～ えみりあ

まつかわウイラースクール
13:00～ 旧松川青年の家

スペイン語教室 スタート
（テキストコース）
19:00～ えみりあ

スペイン語教室 スタート
（コミュニケーションコース）
19:00～ えみりあ

10月1日現在で 国勢調査 を実施します！

　9月上旬より調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。
日本に住む全世帯が対象です。ご協力をお願いします。

回答期間　インターネット：9月14日（月）〜10月7日（水）

　　　　　　調査票（紙）：10月1日（木）〜10月7日（水）

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、インターネット回答
または郵送回答にご協力をお願いします。

＊役場にインターネット回答ができるタブレットを用意します。
　インターネット環境がない方は、調査員から配布されたログインID
　とアクセスキーが書かれた紙を持参し、役場へお出かけください。

問合せ：まちづくり政策課 まちづくり推進係　☎36−7014

まつかわ町民提案型
まちづくり事業
3次募集　募集締切

国勢調査回答サポート
9:00～ 15:00
生東会館

国勢調査回答サポート
9:00～ 15:00
上片桐改善センター

○9月の町税諸費等：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30日）、上下水道料（口座振替28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：9月27日（日）



掲載希望の方へ ●10月版に掲載したい情報は 9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
9 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

5・6日（土・日）キャンプシリーズ（1泊2日）
16日（水）森のこどもえん
26日（土）松川外あそびクラブ　一本の木であそぶ
27日（日）まつかわウイラースクール

9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

○おすすめ番組
　18日（金）20：00～ 映画「実りゆく」が実るまで
　25日（金）20：00～ 公開直前　映画「実りゆく」特番
　　＊10月2日から公開となる、松川町を舞台にした映画「実りゆく」。監督の
　　　八木順一郎さんと、主演の竹内一希さん（お笑いコンビ まんじゅう大帝国）
　　　が松川町を訪れ、撮影地を巡りながら映画の魅力をお伝えします。

○月・水・金曜日の18時・19時は、ニュースまつかわ！20時は、企画番組！

松川町資料館 企画展　寄贈民具・岩石展
　明治41年より大島南部地区で婚礼などに使われてきた什器類、大正～昭和初期
の民具類、濃飛流紋岩など、昨年から今年にかけて寄贈された貴重な史料を展示
しています。ぜひお立ち寄りください。　　展示期間：9月25日（金）まで

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。

7：00～8：009/27 日 ロングウォーク

集合場所：台城公園駐車場　　　　　　コース：古町コース　
持ち物等：運動ができる服装、運動靴、帽子、タオル、飲み物、マスク
　　　　　ノルディックウォーキング用ポール（お持ちの方）

雨天：町民体育館

9/4 金

講　師：高森消防署員
定　員：10組　　　申込み締切：9月3日（木）
場　所・問合せ：子育て支援センターおひさま　☎37-3303

その時、あわてないために
　おひさまで、災害時に必要な準備品や心構え・感染症が流行っている時の避難の
仕方や注意点などを学びましょう。消防署員との触れ合いタイムも予定しています。

10：15～11：15受付 10：00～ 「防災講座」

松川町議会 令和2年 第3回定例会 (9月) 日程
会　期：9月3日～9月23日(21日間)　問合せ：議会事務局　☎36−7020 

期　日 時　間 会　議　名
  9月  3日（木）   9：30～ 本会議　開会　総括質疑
  9月  7日（月）
  9月  9日（水）

　9：30～ 委員会審議　社会文教常任委員会　
　9：30～ 委員会審議　総務産業建設常任委員会

  9月16日（水） 9：30～ 本会議　一般質問
本会議　再開  9月18日（金）  15：00～

＜コミュニケーションコース＞　初めての方、会話を練習したい方向け
　　9/29～12/22 隔週火曜日　　申込み締切：9月25日（金）
＜テキストコース＞　基本文法を勉強したい方向け
　　9/23～12/16 隔週水曜日　　申込み締切：9月18日（金）
＜両コース共通＞　受講無料
　時間：19：00～20：30　　場所：えみりあ学習室1　　定員：15人

スペイン語教室ホストタウン相手国
コスタリカの公用語にふれてみよう！

女性のための就業相談
　女性の就業を支援します。電話相談、えみりあでの相談（月1回 予約制）、受け
付けています。お気軽にお電話ください。
対象者：再就職・転職をお考えの女性（年齢不問）
電話相談の受付時間・えみりあでの相談（予約制）のお申込み：平日9時～16時
連絡先：女性就業支援員 原　☎080−8492−6481  （南信州地域振興局商工観光課）

対象者：生田地区の町有林でキノコの採取を希望する松川町に住所を有する方
販売期間：8月20日（木）から　 ＊土・日曜日、祝日を除く
　　　　　8時30分～17時
持ち物：許可証等の代金（3000円）、身分証明書（運転免許証など）
注意事項：本人確認を行います。申請者本人が手続きを行ってください。

　　　　  林道菖蒲沢線　期間限定　通行止め解除について

問合せ：産業観光課 農林係　☎36-7027

町有林茸山鑑札制度
　町民共有の財産である町有林の林産物について、町外の方による採取の防止と、
町民の皆さんにキノコの採取を楽しんでいただき、山の魅力を知っていただく機会
として、町有林茸山鑑札制度を実施します。
　そのため、生田地区の町有林では期間中、入山許可証の貸与を受けた方でなけれ
ば、入山およびキノコの採取ができません。生田地区の町有林に入山を希望する方
は、飯伊森林組合（役場地下1階 森林組合松川支所）で手続きをお願いします。

　災害対応により、当分の間、通行止めとしていますが、9月1日から11月14日の
間に限り、軽自動車以下のみ通行可能（普通車以上通行禁止）とします。
　新たな災害発生や、大雨・台風襲来の予報がある場合には、安全確保を最優先し、
予告なしに通行止めとさせていただきます。ご了承ください。

生田地区の町有林への入山に許可証が必要です9/1 火 11/14 土～

9/29 火

講　師：酒井 幸則 氏　　　　　　申込み締切：9月25日（金）
申込み・問合せ：保健福祉課 高齢者係　☎36-7022

　  宮ヶ瀬物語2　馬坂大発見
～遺跡発掘から見えてきたもの～

　宮ヶ瀬橋架け替え工事で発掘された遺跡。そこから新たに見えてきたものとは…？
写真や資料を見ながら、馬坂の昔を探ります。

9：30～ 高齢者クラブ主催 講演会 場所：えみりあホール

出品者資格：長野県在住で60歳以上のアマチュアの方
部門：日本画、洋画、彫刻、手工芸、書、写真
申込み締切：10月16日（金）
申込み方法：所定の出品票に必要事項を記入し、役場保健福祉課へ申込み
　　　　　　＊募集案内（出品票）は役場保健福祉課でお渡しします
作品展示：ホームページ等で全作品を紹介
問合せ：公益財団法人長野県長寿社会開発センター　☎026-226-3741
　　　　保健福祉課 高齢者係　☎36-7022

長野県高齢者作品展 作品募集　　　2020
信州ねんりんピック
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