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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

2
日 月 火 水 木 金 土

松川町ホームページ
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乾電池・蛍光管
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ガラスビン・ペットボトル
全地区

7:00～8:00
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YOU

YOUYOU

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

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

土曜窓口
　正午まで

松川外あそびクラブ
「冬の一日をあそぶ」
9:00～ 旧松川青年の家

三遠南信サミットin遠州
14:00～ オンライン配信

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

清流苑休館日：2月15日（月）～18日(木)

節分お楽しみ会
10:00～ おひさま

ノンタンの会
10:30～ えみりあ

およりての森 自然観察会
9:00～ 11:00
およりての森

上下水道料金口座振替日

上下水道料金納期限

女性のための就業相談
（予約制）
10:00～ えみりあ

ちゃりんこゴーゴー探検隊
13:00～ えみりあ

町税等口座振替日

高齢者クラブ主催学習会
「認知症は予防が可能に
　なってきた!?」
10:00～ えみりあ

片桐松川
雑木伐採ボランティア
8:30～ 12:00

＊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。

町税等納期限（1月分）

町税等納期限（2月分）

あそびの楽校まつかわ
キャンプシリーズ
（霧ヶ峰高原スキー場）

あそびの楽校まつかわ
キャンプシリーズ
（霧ヶ峰高原スキー場）

総合健診（えみりあ）

松川町文化協会展
2月1日～28日
えみりあロビー

町での申告相談 開始

保育園一日入園

健康診断・がん検診
申込み締切

結婚相談
15:00～ 18:00
社会福祉センター

○2月の町税諸費等：固定資産税・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・上下水道料（口座振替：26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：2月21日（日）



掲載希望の方へ ●3月版に掲載したい情報は 2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
2 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

11日（木・祝）松川外あそびクラブ　冬の一日を遊ぶ
17日（水）森のこどもえん　ゆきみちさんぽ
20・21日（土・日）ファミリースノーキャンプ（1泊2日）霧ヶ峰高原スキー場
28日（日）ちゃりんこゴーゴー探検隊

2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
　まつかわなんでも情報「知っとる？」　3日（水）20：00～ 
　　　＊今回は、令和２年11月に100周年を迎えた上片桐駅と
　　　　その周辺の歴史を調べてみました。
○チャンネル・ユー Instagram はじめました！
　　ニュースや番組の内容・放送時間のほか、取材の様子などを
　アップしていきます。ぜひフォローをお願いします！
　（twitter,Facebookも開設しています）

チャンネル・ユー
Instagram

＊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。

新型コロナウイルス情報

●人との接触機会を極力減らしてください。
　特に、高齢者および基礎疾患のある方は、
　不要不急の外出を控えてください。

●感染拡大地域への訪問を極力控えてください。

●大人数、長時間など感染リスクが高い会食
　（自宅や職場なども含む）は控えてください。

松川町ホームページ
新型コロナウイルス情報

　全県に「医療非常事態宣言」、南信州圏域には「新型コロナウイルス特別警報1」
が発出されています。（1月20日現在）  感染拡大防止のため、町民の皆さまにも、
次の3点について、特にお願いいたします。

＊今後、状況の変化が予想されます。最新の状況を把握・確認のうえ、適切に行動をお願いします。

2/2 火

対象者：町内在住で0～3歳児の保護者・親子
定　員：15組　　　　　　　申込み期間：1月25日（月）～2月1日（月）
場　所・申込み・問合せ：子育て支援センターおひさま　☎37-3303

節分お楽しみ会10：00～10：30
受付 9：45～

　みんなで節分の行事を楽しみましょう。

A

C

B

総合健診における新型コロナウイルス感染対策について
　□当日までの各自の健康チェックをお願いします
　　　→毎日の検温、体調の確認
　　　　（詳細は問診票に同封の新型コロナウイルス感染症対策をお読みください）
　□当日の入口での検温結果により、帰宅をお願いする場合があります
　□以下に該当する方は、健診を見合わせてください
　　・健診当日に　→　37.5度以上の発熱がある方
　　・健診の2週間以内に
　　　→　発熱・頭痛・のどの痛み・下痢・腹痛・味覚や嗅覚の異常など、いつも
　　　　　と違う症状のあった方
　　　→　新型コロナウイルス感染症の罹患者と接触のあった方
　　　→　県外・海外に往来、または県外からの来訪者と接触のあった方
　　　→　同居されるご家族にも、いつもと違う症状があった方

受付時間　9：00～11：00　13：30～15：30
持ち物：健診料金、事前に配布されている問診票、尿検査容器
＊事前に申し込まれた方には、問診票をお送りしてあります。ない方はご連絡ください。

総合健診 えみりあ2階で行います2/9 火

問合せ：保健福祉課 保健予防係　☎36-7034

2/16 火

場　所：えみりあホール　　　申込み締切：2月12日（金）
申込み・問合せ：保健福祉課 高齢者係　☎36-7022

認知症は予防が可能になってきた!?
　認知症の一歩手前である軽度認知症。最近物忘れが増えてきたけれど、認知症
なのかなぁ…と不安を抱えていませんか。今、認知症は予防が可能になってきま
した。包括支援センターの保健師等が、軽度認知症の予防についてお話しします。

10：00～ 高齢者クラブ主催 学習会 必ずお申込みのうえ
ご参加ください

受付時間　　8：00～11：00　13：00～16：00
相談時間　　8：30～12：00　13：00～17：00
会　　場　　16日（火）：生東会館
　　　　　　17日（水）～19日（金）：上片桐改善センター
　　　　　　　　　　　　＊19日（金）は、午前のみ
　　　　　　22日（月）～：役場2階 大会議室
問合せ：住民税務課 課税係　☎36-7046

町の申告相談は2月16日（火）から！
松川町での申告相談は
3月15日（月）まで

（平日のみ）

問合せ：シニア大学飯伊学部事務局（飯田保健福祉事務所福祉課内）　☎53-0464

＜一般コース・飯伊学部＞
　募集人数：20人（定員になり次第締切）　対象者：概ね50歳以上
　修学期間：2年間　　　授業料等：年額1万2000円（教材費、活動費などは別途）
　募集期間：2月1日（月）～3月1日（月）消印有効
　　　　　　＊募集案内は、役場保健福祉課窓口・飯田保健福祉事務所福祉課にて配布しています。
　申込み：役場保健福祉課・飯田保健福祉事務所福祉課へ持参または郵送

令和3年度  長野県シニア大学 学生募集

　期間中は、えみりあロビーにて、松川町文化協会による展示を行っています。
お越しの際は、ぜひご見学ください。

2月1日（月）～28日（日）　松川町文化協会展

＜一般コース（中・上級）＞　開講日：第1・3木曜日
　　英語を使ってゲームをしたり日常の出来事を会話し合ったりして楽しみます。
＜テキストコース（初級～）＞　開講日：第2・4木曜日
　　テキストを使って英語表現を確認しながら学習します。
＜両コース共通＞　受講無料
　開講期間：令和3年3月4日（予定）～ 令和4年1月まで
　時間：19：30～21：00　　場所：えみりあ 学習室2
　申込み締切：2月22日（月）

英会話教室 受講生募集簡単な英会話や
外国文化を学んでみませんか

＊テキストコースは教材費（3,000円程度）が必要です。
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