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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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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

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

まつかわ読書旬間
　　　～11月1日（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

令和3年度入園予定者対象
保育園見学会

松川外あそびクラブ
「シカを食う」
9:00～ 旧松川青年の家

年末調整説明会
13:30～ 
南信州・飯田産業センター

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

松川町議会議員一般選挙 期日前投票：11月11日（水）～14日(土)　8時30分～20時　役場会議室

子育て講座
「今の子育て・これからの子育て」
10:00～ おひさま

ノンタンの会
10:30～ えみりあ

松川町議会議員一般選挙
告示日

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

お外ごはんくらぶ
「新米おにぎり」
10:00～ 旧松川青年の家

女性のための就業相談
（予約制）
10:00～ えみりあ

ボンシャンス
サイクリングスクール
13:00～ 旧松川青年の家

松川町議会議員一般選挙
投票日
7:00～19:00

町税等口座振替日・納期限

里親について知る会
10:30～ 15:00
えみりあ

明日を担う子どもを育む
懇話会
18:30～ えみりあ

調停手続き相談（無料）
13:00～ 16:00
飯田文化会館

○11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：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：11月29日（日）



掲載希望の方へ ●12月版に掲載したい情報は 11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。
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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

  3日（火・祝）松川外あそびクラブ　シカを食う
14日（土）お外ごはんくらぶ　いちばの森 田んぼの楽校　新米おにぎり
18日（水）森のこどもえん　焚き火にチャレンジ
23日（月・祝）ボンシャンスサイクリングスクール

11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
　知っとる？「あの人に聞きたい！松川町出身者編」　4日（水）20：00～ 
　　　＊町内出身者で活躍されている方を紹介します。
　　　　大学医学部教授、ファッションデザイナー、イラストレーターの３人に
　　　　オンラインでインタビューしました！

　中央小学校 音楽会　8日（日）15：00～、19：00～
　北小学校 音楽会    29日（日）15：00～、19：00～

ダウン症の娘と共に生きて  まつかわ大学
第15期 第2講座

受付 12：30～　開会式・講演会 13：15～

泰子さんの講演で、子育ての幸せ・命の大切さを感じてください。
翔子さんの書で、パワーをもらいましょう！
暖かい格好でお出かけください。

講　師：金澤 泰子 氏・金澤 翔子 氏（ダウン症の女流書家）
場　所：町民体育館トレーニングルーム
聴講料：500円（高校生以下は入場無料）
持ち物：マスク、筆記用具、スリッパ、水分・ひざ掛けなど必要なもの
申込み締切：11月30日（月）　受講者は、町内在住・勤務者に限ります。

＊必ず事前申込みをお願いします。　＊先着100人（定員になり次第、締切り）

12/5 土

役場や総務省の職員が、以下のことを行うことは、絶対にありません。
・現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること
・受給に当たり、手数料の振込を求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
・金融機関口座の暗証番号、パスワードをお聞きすること

問合せ：住民税務課 特別定額給付金担当　☎36-7024

給付金を装った詐欺にご注意ください！

中止となった11月の行事等

○松川町駅伝大会　○まつかわ新そば祭り　○福与元気村大収穫祭

新型コロナウイルス感染症対策

引き続き基本的な感染防止対策を徹底しましょう
　○感染防止の３つの基本
　　（身体的距離の確保、人ごみの中でのマスク着用、手洗い）を徹底しましょう。
　○「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「10万円申請はここから」などといった、特別定額給付金等に関する詐欺の
メールが横行しています。ご注意ください。

　怪しいと思ったら、遠慮なくご相談ください。

年末調整説明会13：30～15：3011/20 金

講　師：飯田税務署 担当官
場　所：南信州・飯田産業センター（エスバード）　　
持ち物：税務署から送付された年末調整書類一式　
申込み期限：11月13日（金）　　　　受講料：無料
申込み・問合せ：一般社団法人飯田法人会　☎52-5775　FAX 52-5776

　飯田法人会では、給与の源泉徴収義務者を対象に、年末調整説明会を開催します。
会員以外の方も受講できます。この説明会では、税務署から送付される「年末調整
書類一式」」を使用して行いますので、忘れずにお持ちください。

＊例年開催されていた税務署主催の説明会について、今年は開催されません。
　（年末調整説明会、所得税青色申告決算説明会、消費税説明会）

令和2年分

事前申込みが必要です
FAXにてお申込みください

11/12 木

講　師：菱田 博之 氏（飯田女子短期大学 幼児教育学科 准教授）
場　所・申込み・問合せ：子育て支援センターおひさま　☎37-3303

今の子育て・これからの子育て
　子どもの将来を見据えた、これからの子育てについて、一緒に学びましょう。
＊託児あります。事前申込みをお願いします。

10：00～11：00受付 9：45～ 「子育て講座」

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）
電話相談受付時間・えみりあでの相談（予約制）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）

告　示　日：11月10日（火）
期日前投票：11月11日（水）～14日（土）
　　　　　　　時間：8時30分～20時　投票場所：役場2階 会議室
投　票　日：11月15日（日）
　　　　　　　時間：7時～19時　投票場所：入場券に記載された投票所

松川町議会議員一般選挙
　令和2年11月29日任期満了に伴う松川町議会議員一般選挙について、次のとおり
行う予定としています。

投票される皆さんへ
・マスクの着用、手指消毒にご協力をお願いします。
・投票所内の混雑を避けるため、入室をお待ちいただくことがあります。
・持参いただいた鉛筆もご利用いただけます。心配な方は、お持ちください。
・投票日は午前11時までの時間帯に混雑が予想されます。
　可能な方は、この時間帯を避けてご来場ください。

　投票所内においても、感染症予防対策を行います。
　皆さんにご不便をおかけすることもありますが、
　ご理解ご協力をお願いします。

問合せ：松川町選挙管理委員会事務局　☎36-7020
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